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食 品 に 関 す る リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

（ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会（第３回 ））

日時：平成１８年２月１４日（火）

会場：農林水産省講堂

議事次第

１．開 会

２．議 題

① ＢＳＥに関するＯＩＥコード改正提案の概要

② 我が国としての対処の方向

４．閉 会
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午前１０時００分 開会

○引地消費者情報官 定刻が近づきましたので会合を始めさせていただきたいと思いま

す。

本日は大変お忙しいなかをご出席いただきまして、ありがとうございました。ただいま

より食品に関するリスクコミュニケーション、ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関す

る意見交換会を開催いたします。

開催に先立ちまして農林水産省参事官の伊地知よりごあいさつを申し上げます。

○伊地知参事官 消費・安全局参事官の伊地知でございます。

皆様方におかれましては、日ごろから農林水産省、それから厚生労働省の行政の推進に

つきまして大変ご協力、ご支援をいただいておりますことをこの場を借りて厚く御礼を申

し上げます。

また、本日は大変お忙しいなか、本会合にご出席をいただきましてありがとうございま

した。

農林水産省と厚生労働省の共催で開催しておりますこの意見交換会も今回で３回目を迎

えることになりました。今回は国際獣疫事務（ＯＩＥ）へのコメントの提出時期が前回に

比べまして前倒しをされましたことによりまして、開催時期を２か月ほど早めて開催をさ

せていただくことになりました。

ご案内のとおり、ＯＩＥにおきましては国際防疫上、重要な動物の疾病につきまして国

際基準の策定、改定作業が進められており、ＢＳＥにつきましても昨年の総会で継続検討

することとされておりましたサーベイランスの基準のほか、ＢＳＥコードについても幾つ

かの点で改正案が提示をなされているところであります。

今後はこの改正提案に対する各加盟国からのコメントを踏まえまして、今年５月に開催

されます第74回のＯＩＥ総会におきまして、その採択に向けた議論が行われる予定になっ

ております。

本日は日本政府としてのコメントを取りまとめるにあたりまして、これまでと同様、消

費から流通、外食、加工、生産に至るまで幅広い関係者の皆様方からそれぞれの立場から

ご議論をいただきまして、ご意見等を賜ることができればと考えております。

政府といたしましては、７日に行われました専門家会合、それから本日の意見交換会に

おけるご議論等を踏まえまして、今後、我が国としてのコメントを取りまとめＯＩＥに提

出するとともに、次期ＯＩＥ総会において我が国の主張が反映されるように努力をしてま
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いりたいと考えております。

本日は皆様方の忌憚のないご助言、ご意見を賜りますことをお願いを申し上げまして、

私のあいさつとさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。では、本日の出席者のご紹介をいたしま

す。

私の左手から生産者側代表といたしまして全国農業協同組合中央会基本農政対策部長の

冨士重夫さんでございます。

続きまして、日本畜産副産物協会会長の羽根田實さんでございます。

続きまして、全国食肉事業協同組合連合会会長の福岡伊三夫さんでございます。

続きまして、流通事業関係の方といたしまして日本スーパーマーケット協会流通推進部

次長の江口法生さんでございます。

日本チェーンストア協会常務理事の小笠原荘一さんでございます。

日本食肉輸出入協会の岩間達夫さんでございます。

続きまして、外食産業事業者といたしまして日本フードサービス協会専務理事の加藤一

隆さんでございます。

全国焼肉協会専務理事の国本圭佑さんでございます。

続きまして、こちら、消費者団体の方々でございます。消費者団体のご出席につきまし

ては前回の意見交換会の議論が今回、継続しているということもございまして、前回、応

募によりご出席いただいた９団体の皆様にご出席を依頼したところでございますが、最終

的に本日８団体の方にご出席をいただいているところでございます。

まずは前大阪消費者団体連絡会事務局長の飯田秀男さんでございます。

全国消費者団体連絡会事務局長の神田敏子さんでございます。

ＢＳＥ市民ネットワーク会員の戸谷真理子さんでございます。

日本生活協同組合連合会安全政策推進室の原英二さんでございます。

日本有機農業研究会理事の安田節子さんでございます。

日本消費者連盟副代表運営委員の山浦康明さんでございます。

日本生態系農業協会消費者部会長の亘昌子さんでございます。

主婦連合会参与の和田正江さんでございます。

続きまして、アドバイザーといたしまして皆様の正面におられます東京大学大学院農学



- 4 -

生命科学研究科教授の小野寺節様でございます。

動物衛生研究所プリオン病研究センター病原・感染研究チーム長の横山隆さんでござい

ます。

続きまして、東京大学大学院農学生命科学研究科教授の吉川泰弘さんでございます。

行政サイドでございますが、食品安全委員会事務局の西郷リスクコミュニケーション官

でございます。

厚生労働省からも担当官が参る予定になっておりますが、遅れております。後ほどまい

る予定でございます。

それから、先ほどあいさつをいたしました農林水産省大臣官房参事官の伊地知でござい

ます。

それから、動物衛生課長の釘田でございますが、今所用がございまして、後ほどまいる

予定でございます。

私の隣が同じく動物衛生課国内防疫調整官の川島でございます。

私は本日の司会進行役を務めます消費者情報官の引地でございます。よろしくお願いい

たします。

議事に先立ちまして資料の確認をさせていただきたいと思います。

今日の議事次第の資料にございますように、資料につきましては幾つかございます。資

。 、 。料１としてＢＳＥコードの改正について 資料２ ＯＩＥのＢＳＥの改正についての論点

資料３－①、ＢＳＥコード改正案仮訳。それから、資料３－②、ＢＳＥサーベイランス基

準の訳文でございます。

参考資料といたしまして「ＢＳＥに関する国際基準の改正について」ということで、本

日の説明はこれを使用させていただきたいと思います。

参考資料２として「食肉のと畜検査を通じた家畜衛生及び公衆衛生上のハザードコント

ロールのためのガイドライン」ということで、その他参考配布として数点パンフレットを

同封させていただいております。

足りないものがございましたら、事務局までお申し付けください。

本日の進行について説明をいたします。

本日はＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会でございます。ご案内の

とおりＯＩＥは国際獣疫事務局といい、国際防疫上、重要な動物の疾病に関する国際機関

でございます。ＯＩＥは５月下旬の総会でＢＳＥについてのルールの一部改正を予定して
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おります。その改正案に対して日本としてどのようなコメントを提出するかという点を中

心に、本日、意見交換会をお願いしたいと思います。

まずは、意見交換会に先立ちましてＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正提案の概要につ

きまして説明をいたします。

続いて、我が国としての対処方向について併せて説明いたしまして、都合40分間ほど、

担当の釘田課長のほうから説明をさせていただきたいと思います。

それから、意見交換に入るわけでございます。担当からご説明したあと、改正ポイント

４点ほどございますが、これについてこのラウンドテーブルの皆様からご意見をいただき

たいと思います。

なお、意見公開はラウンドテーブルでも行いますが、後ほど会場にお越しの皆様からも

ご発言をいただく時間をとっておりますので、よろしくお願いいたします。

では、これより議事に入らせていただきたいと思います。

まずは動物衛生課長の釘田よりＯＩＥのＢＳＥルールの改正概要について説明をさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○釘田課長 皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました消費・安全局動物衛生

課長の釘田でございます。よろしくお願いいたします。

このＯＩＥのＢＳＥコードに関するリスクコミュニケーション、これは昨年、一昨年と

過去２回やってまいりました。この消費・安全局発足以来、ちょうどＢＳＥ問題が大変注

目されていることもありまして、こういった新しい取組みを過去２年間やってきたわけで

ございます。過去２年とも、専門家による意見交換、専門家からのいろいろなアドバイス

を受ける会議と併せまして、このリスクコミュニケーションをやってまいりました。

その結果、過去２年間、私も５月のＯＩＥの総会に出てまいりましたけれども、専門家

のご議論、それから消費者の方からリスコミでいただいたいろいろなご意見を踏まえまし

て、日本としての意見を取りまとめ、ＯＩＥ本部に提出したうえで総会に臨みました。私

どもとしましては国内の強いサポートあるいは関心を背景にして会合に臨めたということ

で、非常に心強い思いをして会議に臨んできたわけです。

国際的には非常に厳しい面があるのですが、そのことは報道等を通じて皆様もよくご存

じなのではないかと思いますが、一定程度成果も得られたのではないかと思います。

貿易に係わる問題でございますので、輸出国と輸入国、先進国と途上国といったような

非常に対立する局面が多いわけですが、そういった中で日本の輸入国としての、あるいは
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食の安全に対して非常に関心の高い国民としての意見を強く主張して、ある程度は反映さ

せることができたと思っております。

そういった意味でこういったリスコミは非常に大事だと考えておりまして、今後、この

問題がどういうふうに展開していくかわからない点もありますが、今後ともこういった対

話を続けていきたいと思っております。

しかしながら一方で、ＯＩＥの場というのは政治的な動きがあるのは避けられない面が

ございますが、単なる力関係で決まるものではございません。やはり科学的な知見、科学

的な根拠が背景としてあることは当然でございますので、言葉は悪いかもしれませんがマ

スコミ的な関心あるいは消費者の懸念といいますか、そういうことだけを訴えても通らな

い面がございます。やはりきちんとデータを示して科学的な知見に基づいた主張をしない

と、なかなか通らないという面がございますので、そういった面についても、これは消費

者の方々というよりは、この分野でご活躍されている専門家の方々にお願いしなければな

らないわけですけれども、日本としての関心が国際社会に受け入れられるように、なお一

層取り組んでいく必要があるのだろうと強く感じているところでございます。

過去２年やってまいりまして、２回とも同じような説明をしてまいりましたので、また

専門家会合でも説明をしておりますので、かなりはしょりながら進めさせていただきたい

と思います。

それではこのパワーポイントに基づいて説明します。

まず、ＯＩＥコードとはということです。ご存じのとおり95年のＷＴＯ協定ができまし

たときに、その中に明確に位置づけられまして、動物の健康、それから人獣共通感染症に

関する国際基準という位置づけが与えられております。

この国際基準に持つ意味といいますのは、動物、畜産物の防疫を行うにあたりましてＷ

ＴＯ協定の中に衛生植物検疫に関する協定というのがあります。これがＳＰＳ協定と呼ば

れているものですが、その中で国際検疫上の措置が定められるのですが、国際基準、ＯＩ

Ｅのコードに適合する措置はＷＴＯ協定に適合しているものとみなされるというものがご

ざいます。これが最も重要な意味でございます。

ただし、そうであればこのＯＩＥコードに各国がすべて拘束されるのかということにな

りますと、必ずしもそうではございませんで、２つ目に書いてありますように、国際基準

より高いレベルの措置をとることは可能です。しかし、その場合には科学的に正当な理由

があることを立証することが必要です。こういうことになっております。この点も過去何
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回かご説明していると思います。

ＯＩＥコードの策定手続き。

ＯＩＥのコードというのは基本的には最新の科学的知見に基づいて専門家が国際防疫

上、動物の病気を持ち込ませないために必要な措置を定めているわけですが、まずはアド

ホック委員会というところで最新の科学的知見等をもとに議論が行われます。このアドホ

ック委員会の委員というのは事務局長が任命する国際的に著名なその分野の専門家という

ことになっております。

ここで盛られたものが科学委員会に提出されます。この科学委員会は総会で選出される

専門家、地域的なバランスも考慮したうえで専門家が選ばれておりまして、そこで科学的

なバックグラウンドについて整理がなされます。

さらに、コード委員会というのがございまして、このコード委員会も同様に総会で選出

された専門家でございますが、こちらは科学的な根拠は当然でございますけれども、それ

に加えて規則としての整合性といったことも併せて議論がなされて、いわゆるコードの原

案というものがここで作成されることになります。

これが各加盟国に提案されて、加盟国からの意見を受け付けたうえで、毎年、５月に開

かれる総会の議決に付されるという手続きになります。

したがいまして、現在はこのコード委員会で作成された総会に向けた原案が各国に示さ

れていて、各国でその検討を行っているという状況にございます。

現在のＢＳＥコードの概要でございますが、大きな柱といたしまして５つ掲げてござい

ます。昨年、一昨年とも大きな議論になりました無条件物品、これについては後ほどご説

明しますが、今年もこの点で議論がございます。

それから、ＢＳＥリスク・ステータスの決定基準。

各カテゴリーの要件。

それから、各カテゴリーごとの貿易条件が定められておりまして、さらに各国のステー

タスを区分するのに必要なサーベイランス基準というものが定められます。まず、無条件

物品ですけれども、この無条件物品というのは一昨年は安全物品というような言い方をし

たこともあるのですが、従来のＢＳＥコードの中でもこのＢＳＥコードの各国のステータ

スに係わる、つまりその国でＢＳＥの発生があろうがなかろうが安全に取引、貿易できる

物品というものが幾つか指定されております。ここにありますように牛乳・乳製品ですと

か、あるいは牛の精液、あるいは牛の皮、そういった製品は一部処理の仕方という条件が
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つく場合もありますが、ＢＳＥと関係なく貿易しても安全であるとみなされているわけで

。 。 、す これに昨年の議論で⑦と⑧が追加されました 非常に大きな意味合いを持ちますのが

この⑦の骨なし骨格筋肉でございまして、最も主要な貿易産品でありまして、骨格筋肉と

いいますのは普通の牛肉ですね。骨なしの牛肉はＢＳＥのステータスにかかわらず貿易可

、 。能であると位置づけられるということは 国際貿易上も非常に大きな意味があるわけです

、 、これをどのように定義するかということで 昨年は非常に大きな議論がございまして

下の注に書いてございますが、以下の条件を満たしていることが必要ということで５つ書

いてございます。したがって、無条件物品という言葉になっておりますが、こういった諸

々の条件を課したうえで、そういう条件を満たしたものであればＢＳＥステータスにかか

わらず貿易ができるということですから、この無条件物品という言葉は矛盾を来しており

ますけれども、後ほどご説明します国のカテゴリーのリスク・ステータス、そのステータ

スにかかわらずこの条件さえ満たせば貿易ができるという意味では、ここに位置づけられ

るということは非常に大きな意味があったわけです。

この５つの条件の中で、昨年のリスコミ等でもご議論をいただいたわけですが、特に月

例の基準、30か月齢以下という基準、それから４つ目のＢＳＥ感染の疑いがなく、もしく

は感染が確認されていないという条件を付すこと、これについてはもともと事務局の原案

にはなかったわけですが、日本あるいはアジアの諸国、ヨーロッパ、そういった国々の主

張に基づいてこういう要件が追加されたという経過がございます。

これについて、今年、見直しをしようという動きがございまして、これについては後ほ

どご説明いたします。

ＢＳＥリスク・ステータスの決定基準です。

これは各国のリスク評価と各国の獣医あるいは家畜衛生制度に基づいて、そのステータ

スを決定するということになりますけれども、リスク評価については侵入リスクの評価、

曝露リスクの評価、そのほかにその国の獣医師なり農家を対象とした教育プログラム、あ

るいはＢＳＥの届け出義務、あるいは研究所のレベル、そういったものが考慮されること

になっています。

リスク評価につきましては侵入リスク、つまりＢＳＥという病気が外国から入ってくる

リスクというものをここに掲げられているような要因に基づいて分析、評価するというこ

とになっています。

それから曝露リスク、これはいったん国内に入ってしまったＢＳＥの感染源、病原体が
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その国の中で循環するリスクと言えると思います。すなわち通常は餌を通じて牛が体内に

取り込むということでございますので、そういったリスクのあるものが餌になって、牛に

摂取されるリスクということになろうかと思います。そのリスクをこういった項目で分析

するということになっております。

それに基づきまして、今度は各カテゴリーの要件でございますが、このカテゴリーにつ

きましては昨年のＯＩＥ総会で大きな変更がなされました。従来、ＯＩＥのＢＳＥカテゴ

リーというのは５つのカテゴリーがございまして、上のほうから清浄国、それから暫定清

浄国、最小リスク国、中リスク国、一番高いのが高リスク国という５つのカテゴリーに分

類されていたのですが、これが非常に煩雑だったということもありまして、昨年の総会で

この３つの簡素化されたカテゴリーというのが採択されています。

現在はしたがってこの無視できるリスク、管理されたリスク、そして不明なリスク、こ

の３つのカテゴリーに分類するという考え方になっております。

まず、一番上の無視できるリスクですが、これは考え方としては従来の清浄国なり暫定

清浄国とほぼ一致する概念だと考えていただいていいかと思いますが、当然、このリスク

評価を実施し、サーベイランスはＢ型サーベイランスということですが、サーベイランス

については後ほど出てきますが、Ａ型とＢ型がありまして、Ａ型はより厳しいサーベイラ

ンスであり、Ｂ型はより緩やかなサーベイランスになるのですが、これを実施している。

ＢＳＥの発生状況に応じまして、リスク低減措置と感染牛の処分というのが定められて

おりまして、その国でＢＳＥの発生がない。あるいは、国内で生まれた牛ではない。輸入

、 、 。牛でのみでの発生という場合には 報告 教育等が７年以上国内できちんと行われている

それから、最も重要な飼料規制、フィードバンについては８年以上実施されているという

こと。

それに輸入牛で発生があった場合は、その感染牛もきちんと処分されるという、この条

件で足りるわけですが、非常に特徴的なのはこの国内発生があった場合でも無視できるリ

スクになり得るわけで、その際の条件は最終発生から７年以上経過していること。それか

ら、先ほど申し上げた報告、教育など、それからフィードバン、こういった要件は先ほど

と同じということになっておりまして、感染牛なりコホートの処分がきちんと行われてい

る。こういった条件を満たせば、かつて発生があった国でも無視できるリスクに分類され

得るということになっております。

その次の管理されたリスクというカテゴリーですが、これはサーベイランスがＡ型サー
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ベイランスというより強い、厳しいサーベイランスを実施することが一つの条件でござい

まして、そのうえで発生があってもなくても、先ほどと同様に報告、教育等が行われ、飼

料規制が効果的に実施されており、ただし報告、教育等の実施が７年未満、フィードバン

が８年未満ということで、無視できるリスクで求めている要件をまだ満たさない段階がこ

のカテゴリーになります。この場合でも感染牛なりコホートはきちんと処分する必要がご

ざいます。

これが管理されたリスクでございますが、このいずれにも該当しない場合には不明なリ

スクと分類されることになっています。

この３つのカテゴリーがどういう意味を持つのかといいますと、国際防疫上、ある国が

どのカテゴリーに分類されるかによりまして、牛肉、牛関係製品の貿易に当たりまして相

手国から求められる条件というのが変わってまいります。

例えば生体牛、生きた牛を輸入しようという場合、輸入国が輸出国に対してどういう条

件を要求できるかというのが、ここに書いてある要求すべき事項ということです。

例えば日本が牛を輸入しようとするときに、無視できるリスクの国、おそらくオースト

ラリアとかがそうなり得るのだろうと思いますが、そういった国であれば、このＢＳＥに

関する条件というのは特に求めることがないということになります。

その次に管理されたリスクの国、ある程度発生はあって、ＢＳＥの対策もとられている

けれども十分ではないといった国になりますけれども、そういった国から生きた牛を輸入

しようとすれば、輸出国に対してここに書いてありますように、輸入する牛そのもの、当

該牛が備える要件を要求できるということでございます。

その要件は３つございます。母牛なり自分が由来する牛群が恒久的な識別制度によって

識別されていること。コホート牛がないこと。それから、国内発生がある場合には飼料規

制の効果的実施日以降に生まれていること。こういった要件を相手国に求めて、相手国が

そういうことを証明できる場合に限って輸入をするということをできるわけです。それが

管理されたリクスです。

さらに、その下の不明のリスクの国から輸入する場合には、さらに強い条件を求めるこ

とができまして、先ほどなかった国内対策にかかる要件、つまり不明のリスクの国という

のはそもそも何もやっていない国も含まれるのですが、生体牛を輸入する際にはやはりフ

ィードバンの効果的な実施と患畜・コホートの処分をやっていることが条件になるという

ことになります。
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さらに、当該牛が備えるべき要件についても、先ほどと同様ですが、ここで異なってお

りますのはフィードバンの効果的実施日から２年経過した後に生まれた牛ということで、

より慎重な条件を相手国に求めることができるようになっています。

同じように見てみますと、骨つき牛肉を輸入する際にどういった条件になるかというこ

とですが、無視できるリスクの国から輸入する場合には、と畜場におけると畜前後の検査

の実施、これだけを求めれば足りるということになります。

次に管理されたリスクの国の場合には、ここにあります５つの要件、と殺前後の検査に

加えましてピッシング等が行われていないこと。ＳＲＭを含まないこと。それから、30か

月齢超えの牛由来の機械的除去肉を含まないこと。

さらには、３番目、４番目により汚染がないように完全に除去されることといった条件

を求めることができます。

さらに相手国、輸出国が不明なリスクの国である場合には、それにさらに追加して、こ

こにありますように①から⑧の要件を求めることができます。この中で追加されておりま

すのは、まず６番目、先ほど30か月齢超えと書いてありましたが、不明のリスクの場合に

は12か月齢超えということでより慎重な基準になっています。

さらに⑦の脱骨の過程で露出する神経組織、リンパ組織を含まないことということで、

非常に厳しい条件を課すことができるとていうことになっております。

以上がカテゴリーを区分することの意味合いになりますが、ここで１つ注意しなければ

いけないのは、先ほど申し上げました３つのカテゴリーという考え方をＯＩＥは定めてお

りますが、それぞれの国をどのカテゴリーに分類するかという作業は、ＯＩＥが自主的に

やるものではございません。これは従来からＯＩＥがほかの例えば口蹄疫ですとか、牛疫

といったような病気について、加盟国からの要請を受けて、申請を受けて、その清浄国の

認定というのを行っております。したがって、汚染国がわざわざ申請して、汚染国という

認定を受けるということは普通ありえませんので、自分の国が病気がない、清浄性を維持

しているという場合に、ＯＩＥに申請して必要な書類を提出して、審査を受けて、総会で

最終的に認定を受けるということになっておりまして、ＢＳＥについても４か国ぐらいが

従来ＢＳＥの暫定清浄国という認定を受けておりましたけれども、今後もこの３つのカテ

ゴリーについてすべての国が直ちに分類分けされるというわけではございませんで、おそ

らく今後の手続きとしてＢＳＥの発生のない国が先ほどの無視できるリスクの国というこ

とに分類してもらうための申請を多分やっていくことになるだろうと思います。
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ですから、今後、無視できるリスクの国と分類される国が出てくるのだろうと思います

が、現状ではここに明確に分類されている国はございません。いずれにしてもＯＩＥがす

べての国を機械的に分類するということはありません。各国からの申請を受けてやるとい

うことになります。

ですから、実際に現実の世界で牛肉の貿易をする際に、相手国がどのカテゴリーに分類

されるかというのは実はわからないわけです。ＯＩＥがそれを示しているわけではござい

ません。

ですから、貿易当事国同士で相手国のリスクをこの基準に従って評価して、あなたの国

はこういう条件だからＯＩＥの基準に照らせば、こういう要件になりますねという話し合

いをするというのが一応想定されている手続きであろうと思います。

もちろん、その際に、冒頭申し上げましたようにＯＩＥ基準にさらに上乗せした条件を

求めることも科学的な根拠がある限りはできるということになります。

こちらはＳＲＭの定義でございます。無視できるリスクの国については、その性格上、

ＳＲＭというのは定義されておりません。

２つ目のカテゴリーの管理されたリスクにつきましては、全月齢の扁桃・回腸遠位部、

それから30か月齢以上の脳・せき髄等ということになります。

それから、不明のリスクについては扁桃・回腸遠位部は同じく全月齢ですが、脳・せき

髄等について12か月齢以上ということで、より広い範囲がＳＲＭになるということです。

それから、次にサーベイランス基準ですが、これも昨年ＢＳＥのカテゴリーを大きく見

直したのと併せまして、サーベイランスの考え方も大きく見直されました。

その考え方を簡単に申し上げますと、それぞれの国に飼育されている牛群を４つに分け

ます。リスクの程度に応じて４つに分類します。

まず、一番リスクが高いのがこのＢＳＥ様症状牛、いわゆる中枢神経症状を示したよう

、 、 、な あるいはＢＳＥに特徴的な敏感な反応とかを示すような牛 これが①でございまして

最もリスクが高い牛でございます。

その次が歩行困難牛なり緊急と殺牛。これについてはなぜ歩行困難になったか。その病

気の原因が特定されない場合も多いわけですが、その中にＢＳＥが含まれる可能性がある

ということで、①に次いでリスクが高い。③も死亡牛、これは農場で原因不明で死んでし

まった牛というのが多く含まれるわけですが、これも②と同様ですが、その中にＢＳＥ牛

が含まれる可能性があるということで、リスク牛とみなされています。
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それから、一番下が通常のと畜場で食用にと殺される牛ということで、これはリスクが

最も低いとみなされている牛でございます。

こういうに四つに分類したうえで、サーベイランスの種類が２つあります。先ほどすで

に出てまいりましたが、Ａ型サーベイランスというのはこれは10万頭に１頭のＢＳＥを検

出できるレベルということでございまして、これは無視できるリスクと評価されなかった

場合、すなわち真ん中のカテゴリーですね。管理されたリスクの国においては、このＡ型

サーベイランスを実施するというのが原則になります。

それから、Ｂ型サーベイランスというのは５万頭に１頭の検出レベルということですか

、 、ら Ａ型サーベイランスに比べますと検出レベルが半分になるということだと思いますが

これは無視できるリスクといったん評価された場合には、このＢ型サーベイランスを実施

すればいいということになっています。この２つのサーベイランスの考え方があります。

このサーベイランスの考え方のさらに特徴的なのは、先ほど牛群を４つに分けると申し

上げましたが、サーベイランスをやる際にどの牛を選んでＢＳＥの検査をするかというこ

とになりますが、あの４つの牛群のどこのカテゴリーから、どの牛群から牛を選んだかに

よって一定のポイントが与えられます。そのポイントを加算しまして、累積ポイントがこ

こにありますように一定のレベルをクリアした場合に、Ａ型サーベイランスなり、Ｂ型サ

ーベイランスを実施したとみなされるわけです。

それがこの目標ポイント数でございまして、例えば成牛群のサイズが100万頭以上の場

合に、Ａ型サーベイランスを実施しようとすれば、30万ポイントを獲得しなければなりま

せん。Ｂ型サーベイランスの場合はその半分15万ポイントということです。

このポイントがどうなっているかといいますと、牛群ごとに牛群の分類と、それからそ

の牛の年齢によって与えられるポイントがこのように定められています。一見しておわか

りになりますように、最もリスクが高いと考えられる症状牛に与えられるポイント、200

とか700、この数字と一番右の通常のと殺牛、これはと畜場で処理される健康な牛、これ

に与えられるポイントでは非常に大きな数千倍の格差があるということで、非常に大きな

重みづけが与えられています。

したがいまして、症状牛をサーベイランスの対象としてやればどんどんポイントを稼げ

ますが、と畜場の健康牛をいくら検査していても、なかなかポイントが稼げないというこ

とになっております。

以上が現行のＯＩＥの基準です。すなわち昨年の５月に採択されたＯＩＥコードの内容
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でございますが、それに対しまして現在、今年の５月の総会に向けてＯＩＥから提案され

ている事務局の原案をこれからご説明いたします。

４つございます。一つひとつ説明します。

まず、骨なし骨格筋肉の条件の変更でございますが、先ほど申し上げましたように、こ

れは昨年の総会で非常に長時間の議論を加盟国の間で行いまして、あのように日本等の主

張も取り込む形でいくつかの条件を課したものであれば、骨なし牛肉は貿易してもいいと

いうルールが新たにつくられました。

しかし、今回の事務局ではここに赤い字になっていますが、30か月齢以下であるという

要件と、ＢＳＥ感染の疑いがなく、もしくは感染が確認されていないことというこの２つ

の要件を削除したうえで、と殺前後の検査については、これを受けていることという表現

だったのが、これに合格していることという表現に改められています。こういった改正提

案が示されています。

これが今回の総会で一番議論を呼ぶ点になるだろうと思います。これにつきましては、

お手元の資料２に今回の改正提案に関する主要論点をまとめておりますので、そこをごら

んいただきたいと思います。

１の無条件物品に関する条件の変更ということで、骨なし牛肉に課されている条件のう

ち、30か月齢以下及びＢＳＥ感染の疑いがなく、もしくは感染が確認されていないとの条

件が削除されておりますが、これについての主要な論点として２つ掲げております。

１つは30か月齢以下という要件を課すことには科学的根拠がないという提案について、

どう考えるか。また、月齢要件そのものを撤廃することについてどう考えるかという問題

です。

もう一つはＢＳＥ感染の疑いがなく、もしくは感染が確認されていないという要件は同

一文中の生前生後検査の合格によってそのような牛は自動的に排除されることから不要で

あるという提案についてどういうふうに考えるかです。

また、この場合、生前、生後検査の具体的な実施内容は国が行うリスク評価の結果につ

いて、国ごとに異なる場合があるが、このことについてどのように考えるかという問題が

ございます。

この辺の論点については後ほどまたご議論をいただけると思いますので、簡単に事実関

係だけ説明して先に進めたいと思います。

続きまして、無視できるリスクの条件変更。
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これは先ほどごらんいただいた表ですが、その中で無視できるリスクのリスク低減措置

の欄でございますが、国内に発生があっても、先ほど申し上げました無視できるリスクに

なり得るのですが、従来の基準ですと、最終発生から７年以上経過していることという条

件が課されていたのですが、これを今回改めまして、８年以内に国内で生まれた牛で発生

がないことという要件に置き換えられようとしています。

この点につきましても、先ほどの資料２の２番目に論点がまとめられております。読み

上げたいと思います。

国が「無視できるリスク」に区分されるために満たすべき要件のうち、自国産牛におけ

る最終発生が７年以上前に報告をされたこと。これをいかなる自国産牛におけるＢＳＥ発

生例も８年以上前に出生していることに変更することとされているが、１としては発生の

確認時期からＢＳＥ感染牛の出生時期に変更するのは、肉骨粉給与規制の効果に着目した

ものと考えられるが、このことについてどのように考えるか。

２つ目に８歳以上の高齢牛のみでＢＳＥの発生が確認されている国は、無視できるリス

クの要件を満たす可能性が出くるが、この場合、現行規定ではＳＲＭ除去等の貿易条件が

課されないことになる。このことについてどのように考えるか。

ここの論点にも指摘されていますように、今回のような条件変更をすることによって、

いろいろな矛盾が生じるのではないかという懸念がございます。この点につきましても後

ほどご議論をいただければと思います。

次にサーベイランス基準の変更です。これはそれほど大きな論点ではないかもしれませ

ん。サーベイランス基準そのものにつきましては先ほどご説明のときに漏らしましたが、

そもそも昨年、ああいったポイント制にサーベイランスの考え方が変更されました。その

考え方につきまして、日本を含めて多くの国は必ずしも十分に納得しているわけではあり

ません。牛群ごと、年齢ごとに与えられるポイントの与え方、それについてもあれほど大

きな重みづけをすることが適切なのかどうか。

あるいは、ああいうふうに牛群を分けることが適切なのかどうか。さらにはポイント制

の考え方の適否。10万頭に１頭の検出レベル、それが適当なのかどうか。いろいろな論点

がございます。したがいまして、日本としてもそのことについては幾つか疑問点をぶつけ

ているのですが、とりあえず昨年は新しいカテゴリー分類をするに当たって、先ほどご説

。 、明したような考え方でスタートしたいということで始まっております しかしながら今後

サーベイランスのデータは各国とも蓄積されてまいりますので、そういった新たな蓄積さ



- 16 -

れたデータに基づいて、このサーベイランスの考え方というのは今後見直されるべきもの

であるという理解のもとにスタートしている経緯がございます。

したがいまして、先ほどのＡ型サーベイランス、Ｂ型サーベイランスというのは今後と

も永久不変なものであるという理解ではございません。しかしながら従来サーベイランス

のデータを最も多く蓄積しているのはＥＵ諸国でございますので、このＥＵ諸国の近年の

サーベイランスのデータに基づいてああいうモデルがつくられて、今回の提案になってお

りますので、これをただちに修正するのはなかなか難しい面もございますが、日本の全頭

検査のデータもございます。あるいは、北米あたりもいろいろ取り組んでおりますので、

今後、あのサーベイランスのモデルといいますか、考え方が適当なのかどうかは引き続き

議論されることになろうかと思います。

したがって、このサーベイランス基準についてはまだいろいろ問題はあるのですが、と

。 、りあえずああいう形でスタートしよう その中で今回提案はちょっとマイナーな点ですが

この下のほうの無視できるリスクを証明できない場合に、Ａ型サーベイランスを実施して

管理されたリスクに分類されえるわけですが、Ａ型サーベイランスを１回達成した場合に

はＢ型サーベイランスというより弱い、緩やかなサーベイランスに移行してもいいという

見直しが提案されております。

さらにサーベイランス基準に関連しましては、累積ポイント、先ほど申し上げました30

万ポイントとかあのポイントですが、これを達成するしないにかかわらず、すべての臨床

的に疑わしい牛については検査を実施する旨の規定が新たに設けられているということ。

それから、先ほどの４つのカテゴリーがございますが、その中で真ん中の２つ、緊急と

殺牛と死亡牛については、これはなかなか区分するのが難しい場合もあるということが背

景にありまして、これを統合することも可能という規定が設けられております。

これについては、先ほどの資料２に戻りまして、サーベイランス基準の変更、裏側にな

、 、 。 、 、りますが ３番 ３つございます Ａ型サーベイランス Ｂ型サーベイランスの摘発水準

Ａ型サーベイランスは10万頭に１頭、Ｂ型サーベイランスが５万頭に１頭ですが、これに

ついては加盟各国の実行可能性を考慮して設定された水準ですが、この水準についてどう

考えるかということです。

２つ目、すべての臨床的に疑わしい牛については、累積ポイントにかかわらず検査され

るべき旨の提案についてどう考えるかです。

３番目として、サーベイランスの対象牛群、４区分に関して臨床症状牛はＢＳＥの摘発
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率において優位性があるために単独で存続させるというものです。

つまり臨床症状牛を統合することは認められていないのですが、緊急と殺牛と死亡牛に

ついてはどちらに区分すべきか、判別な困難な場合を想定して両群の統合は可能とすると

いう提案についてどう考えるかという、この３つの論点が掲げられております。

最後の提案としてその他として、１つはコホートの考え方の修正がございます。コホー

トには生まれた時期が一緒で、同じ餌を食べた可能性があるというコホートの定義が１つ

ございまして、それが（２）と（３）になるかと思いますが、それと別に感染牛から生ま

れた子牛、発症する前の２年間、あるいは発症後に生まれた子牛、これがコホートと定義

されていますが、これについては今回 （１）を削除するという考え方が提案されており、

ます。

もう１つ、リスク評価の際の侵入リスクの評価の要素としまして、従来、ＴＳＥ、ＢＳ

Ｅ以外のプリオン病についても考慮に入れるという考え方になっておりましたし、輸入さ

れた生体動物、より広く考えていたのですが、これを病気としてはＢＳＥに限定し、動物

も反芻動物に限定するという考え方になっております。

これについて先ほどの資料２の最後の４、その他でございます。まずコホートの範囲か

らＢＳＥ臨床症状発症前２年以内、または発症後にＢＳＥ感染雌牛から生まれたすべての

産子、これを削除するという提案についてどのように考えるかということです。

それから、リスクアセスメントの対象について、ＢＳＥ以外のＴＳＥがＢＳＥ病原体に

、 、よるリスクを決定するという疫学情報がないことから 従来のＴＳＥ病原体の存在の有無

これをＢＳＥ病原体存在の有無に、それから輸入された生体動物を輸入された反芻動物に

それぞれ変更するという提案になっておりますが、このことについてどう考えるかという

提案になっております。そういった論点が掲げられております。

以上、大急ぎでご説明しましたけれども、議論の中で不足した点は追加的に説明させて

いただきたいと思います。よろしくご議論をいただければと思います。

ありがとうございました。

○引地消費者情報官 議論を続行したいと思います。

その前に厚生労働省の食品安全部企画情報課の森田専門官をご紹介いたします。

それでは、議事に入りたいと思います。

本日はただいま説明がございましたように改正案の４つのポイントについて順次、意見

交換をしたいと思っております。
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ます、ラウンドテーブルの委員の皆様からご発言をいただきたいと思いますが、簡潔に

お願いいたします。

また、ＯＩＥにおけるＢＳＥコードの改正案に的を絞った議論をしていただければと思

います。

また、行政からの回答も簡潔にお願いいたします。

なお、恐縮でございますが、終了時間を12時半ごろを予定してございます。４つのポイ

ントを議論いたしまして、また会場の皆様からもご意見を聞くとなると、１テーマ20分以

内ということで議事を進行させていただきたいと思いますので、議事進行方ご協力をよろ

しくお願いいたします。

では、まず初めにポイント１の無条件物品について、骨なし牛肉に課せられている条件

のうち、30か月齢以下及びＢＳＥ感染の疑いがなく、もしくは感染が確認されていないと

いう条件の削除という問題でございます。これらについて委員の皆様のご意見をいただき

たいと思います。

最初に山浦さん。

その後、亘さん、安田さん、原さん。

○山浦 ポイント１の無条件物品について意見を述べたいと思います。30か月齢以下とい

、 、う昨年のＥＵの提案また日本が主張したと言われておりますが ＢＳＥ感染の疑いがなく

もしくは感染が確認されていないという条件を撤廃しようとすることにつきましては私は

反対です。

そもそもこういった無条件物品の条件の緩和を事務局案として出してきた根拠がよくわ

からないですが、アドホック委員会、コード委員会等における科学的な議論が本当にあっ

て、こういう提案が出されてきたのか、この点について日本としても厳しく問い質す必要

があるのではないかと思います。

30か月齢以下という要件を課すことは科学的根拠がないという、そういう提案ですが、

その科学的根拠がないという提案の科学的根拠を問う必要があると思います。日本におけ

るこれまでのデータを示しながら、こういったことを主張する必要があると思います。

それから、日本が主張されたと思いますが、ＢＳＥ感染の疑いがない牛肉でなければい

けないということについて、生前、生後検査の合格という表現になっているわけですが、

これは各国によって検査のやり方は現在違っております。したがって、非常に緩やかな検

査の国もあるわけでして、こういう表現では、これもＢＳＥの疑いが晴れないということ
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になりますので、昨年、課せられましたＢＳＥ感染の疑いがない、そして感染の確認がさ

れていないという厳しい条件が課せられなければいけないと考えます。以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございます。

亘さん、お願いします。

○亘 山浦さんと重なる部分があると思いますが、30か月齢以下という要件を満たす科学

的根拠をどういうふうに相手方は主張しているのでしょうか。教えていただきたいと思い

ます。

もう１つ、２番目ですが、生前生後検査の具体的な実施内容という中で、ほとんどこれ

は目視を条件として考えているということでよろしいでしょうか。教えてください。

○引地消費者情報官 ご意見を伺ってからお答えをということにしたいと思います。

安田さん。

○安田 今回の無条件物品ということで、これは大変な規制緩和になるということで憂慮

しております 「30か月齢以下」という条件を外すということは、もともとＯＩＥの基準。

で30か月齢以上は最も高い有病率を有する群として書いてありました。そういうふうに自

分たちで位置づけていたわけです。３０ヶ月齢以上の有病率の高い群が無条件物品になる

のは非常に非常に納得できない。

今回の提案は、高リスク牛を検査対象から外すという明快な緩和と思います。

それから、生前生後検査の合格にとってかえようという部分ですが、亘さんも言われた

ように生体での検査がどのようになされるのか。獣医による検査であったとしても、それ

は生まれてたての牛においてＢＳＥの感染の確認は非常に難しいのではないか。やはりと

畜の段階でＢＳＥの疑いがないという確認が必ず条件として付されなければ、これは科学

的に筋が通らないと思います。以上です。

○引地消費者情報官 和田さん、お願い合います。

○和田 今、３名の方がおっしゃったのと概ね同じ意見です。時間を倹約するためにそう

いう言い方をすることをお許しいただきたいと思います。

特に科学的な根拠がＳＰＳ協定と同様に言われておりますが、どれだけの科学的な根拠

が示されているのかということを逆に示していただきたいということを強く感じておりま

す。

１点、これはＯＩＥの策定手続きのところで質問したいです。資料２ページにあります

アドホック委員会、科学委員会、コード委員会ともに議論がクローズドされております。
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これは去年もたしか問題になって、私も質問しまして、オープンを求めてほしいというこ

とを申し上げて、今日は議事録を持ってこなかったもので正確な言葉ではありませんが、

日本の発言に対してそれを支持するような国がないわけではないという意味の説明をいた

だいたのですが、クローズを多くの国が認めている根拠があるのかどうか。

それから、クローズがそのまま今後も維持されていく傾向があるのかどうか。伺いたい

と思います。

○引地消費者情報官 ここでいったん切らさせていただいて、ご質問がございました科学

的根拠という問題、生前生後の検査のこと、今、和田さんがおっしゃったＯＩＥの議論の

クローズの問題、これについて事務局からお答えさせていただきます。

○川島調整官 最初のご質問についてお答えします。30か月齢以下を削除する科学的な根

拠が示されているのかどうかについてでございますが、ＯＩＥから具体的な根拠は示され

ておりません。単に科学的な根拠がないという理由で削除という提案がなされています。

それから、検査の内容、これについても特段の定義はございません。各国がその国の状

況に応じて判断すべきものということになっておりまして、一般的には生前の症状を確認

する検査が想定されております。

○釘田課長 和田さんからありました会議のクローズ、非公開でやっていることの問題で

すが、ＯＩＥの組織の運営に係わること、意思決定手続きに係わることでございまして、

私どももこういったリスコミを昨年初めてからそういった問題点については再三ＯＩＥ事

務局に働きかけしております。議論の透明性をもっと高める必要があるだろうということ

を言っております。それから、意思決定過程への多くの関係者の参加を認める方向で見直

す必要があるだろう、主にそういったことを主張してきております。

ＯＩＥも改革努力はしていると私は理解しておりまして、現に従来公開されていなかっ

たアドホック会合のレポートのようなものも、今はまだ十分とは言えないのかもしれませ

んが、そういった概要がホームページ上で公表されるようになってきております。

また、事務局ともいろいろな機会に対話を続けておりますが、透明性を高める努力、関

係者の参加をより広げる方向での努力は今後も続けていきたいという事務局からの意向の

表明は私ども聞いております。

ただ、一挙に大改革は難しい面もあると思います。また、ＢＳＥという病気については

世界的にも消費者の関心の高い話題でございますが、ＯＩＥが扱っている多くの問題は動

物の病気、動物のみの病気でございまして、一般の消費者にはほとんど関心の及ばない非
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常に地味な仕事です。ＯＩＥの仕事のほとんどの部分は地味ではありますが畜産の現場、

農業にとっては非常に重要な仕事をやっておりまして、一般の消費者が関心を持つには縁

の遠い世界なわけです。そういうこともあって、ＯＩＥは今までそういう意識が低かった

面はあるのだろうと思いますが、ＢＳＥ問題を契機に食の安全にも直接向き合う仕事をや

り始めているわけですから、今後改革努力は徐々になされていくものだと思っています。

日本としても引き続き働きかけはしていきたいと思っています。

○引地消費者情報官 これは大きな問題です。もう少し議論を続けたいと思います。

原さん、お願いします。

○原 皆さんがおっしゃっていることと大体同じですが、１つはＯＩＥが提案している無

条件物品というものが今まで日本でされた施策、ＢＳＥの検査、ＳＲＭの除去、いずれも

行政の皆さんには頑張っていただいて、世界的にも徹底した対策をとっていただいている

と思いますが、完全なものにはなりえていないことがプリオン専門調査会、ここにいらっ

しゃる先生方の評価でも報告で出されていると思います。それに加えて日本では飼料も完

全に規制している。３つの規制が三重の防護で安全性が確保されているという評価であっ

。 。たと認識しています それで私たちは安心して消費させていただいているということです

ここにあげられている条件を満たしていれば、どのようなリスクの国の牛肉でも安全に

消費できるということではないのではないかと考えれば、無条件物品に骨なし牛肉をのせ

ていること自体、そもそも問題なのではないかと考えます。今年は議論にのらないかもし

れませんが、来年度以降、このような条件について安全性は保証できないので無条件物品

ではなくて、きちんとリスクが管理された国でなければ認められない、無条件では認めら

れないということを来年度以降、ぜひ主張していただきたいと思います。

その上で、30か月齢以下の条件撤廃に関しては、30か月齢以下でなければ感染していな

いということでは当然ありませんので、リスクは当然それ以下でもあると思いますので、

ですけれども30か月齢以上になればプリオンの蓄積が高まっていくことについては科学的

に実験等でわかってきていることだと思いますので、この緩和には私どもでも反対いたし

ます。

と畜前後の検査と重複するという理由で疑いがなく、もしくは感染が確認されていない

という条件の削除をするという提案については、臨床検査と感染の確認というＢＳＥ検査

ということで内容が違うと思いますので、反対していただきたいと思います。

○引地消費者情報官 神田さん、お願いします。
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○神田 今、原さんがおっしゃったこととほとんど重なります。先ほど来から出ている方

々とも同様ですが、冒頭、ＯＩＥは政治的動きは避けられないが、そうは言っても科学的

な知見に基づかないと動かないというお話がありました。だとすれば、提案自身も科学的

に提案してほしいということは強く言ってほしい。あとはほかの方と重なります。

②ですが、生前と生後の検査の合格によって自動的にＢＳＥ感染の疑いが排除されるの

だという言い回しになっていますが、これは国によって検査の内容、程度、もっと大きい

のは実効性、そういったことが違う、そういうことが今わかっているわけです。そういっ

た中でこれが自動的に排除されるということは到底考えられないと思いますので、皆さん

と同じようにこれを除くのはまずいと思います。

○引地消費者情報官 戸谷さん、お願いします。

○戸谷 無条件物品の件ですが、科学的根拠が見えなくて、前回の専門家会議でも出たと

思うのですが、日本だけではなくてドイツの高齢の牛の末梢神経、肉の中に入っている末

梢神経からも異常プリオンが検出されたという重要な発表があるにもかかわらず全然報道

されないので心配です。そういった問題がありますので、これは研究をしていただいて、

知見を出していただいてから考えるべきことであると思います。全然科学的に筋が通って

いない改定案だと思います。

２番目ですが、生前生後の検査はあくまでもプリオン検査ではなくて、まっすぐ歩いて

いるか歩いていないかという検査だと思います。日本では、去年も申し上げましたフラフ

ラ歩いていなくても感染潜伏牛のような状態でＢＳＥに感染している牛が発見されており

まして、感染潜伏牛の安全性は確立しているとは科学的に言えないわけです。

感染後６か月で腸にプリオンが出る。それがどこにどう移動しているかわからないけれ

ども、６か月以降にプリオンがどこに行っているかわからないような、体内のどこを移動

しているからわからないというのが核だと思いますので、その点をきちんと主張していた

だければと思います。

○引地消費者情報官 今、戸谷さんからドイツの事例、感染のメカニズムのお話がありま

した。コメンテーターの先生、今のお話を伺っていかがでしょうか。

吉川先生か小野寺先生。

○吉川 前回の専門家会議のときにも言って、基本的には今何人か言われたことと科学者

の意見は根本的に変わっていないと理解しています。不幸なシナリオを考えてみたとき、

不明国で単なる目視検査で陽性牛を排除できないことは事実だと思うんです。サーベイラ
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ンスの結果から見ても、少なくともＥＵでさえ臨床的にポジティブと言われる中の２割５

分しか当たりくじを引けないという状況になっています。

逆に、正常なと畜牛でもポピュレーションの大きさは当然違いますが、摘発数という点

ではほとんど異常牛と健康牛では同じぐらいの数までいってしまっているということを考

えると、生前生後の検査で摘発するということは科学的には難しいだろう。逆にいえば、

そこにフルタームというか、完全に十分な蓄積量のある牛が入ってきたとき、末梢神経を

含めて感染性があるということを無視するわけにはいかないだろうと思います。

その意味ではここの２つの項目の解釈に関して、新しい科学的知見に基づいた変更とは

思えないので、昨年の日本の主張のほうが論理的だと思っております。

○引地消費者情報官 小野寺先生、横山先生、いかがでしょうか。

○小野寺 と畜前の検査を受け合格していること。これは目視でやっているわけです。し

たがって症状牛でなければよろしいという意見にどうしてもなってしまうものですから、

そうなると問題は検査をしていない国においてどうなのか。検査というのはエライザとか

ウェスタンブロット、そういうことをやっていない国はどうなるかということになるわけ

です。

英国みたいに高度汚染の国だったら必ず症状牛というのがあって、それを検査すればＢ

。 。ＳＥは必ず見つかるということになります それはＢＳＥが極めてピークだったときです

ですから1990年ごろです。

ところが、現在はヨーロッパでもなかなか症状牛は見つからない。それは統計を見れば

わかるのですが、ＢＳＥ陽性とウェスタンブロッティング、エライザで見つかるものは、

今のところ90％以上症状のない牛であるということになります。そういう現実があるわけ

です。要するに、世の中のＢＳＥ汚染のレベルが昔より今のほうがずいぶん下がって、だ

けれどもＢＳＥはなくならないという状況になっていますから、昔の考えで症状牛を外せ

ばいいということには、それは統計的にはっきり示して、それに関しては主張したほうが

いいと思います。

症状が出なくてＢＳＥ陽性になったというものの末梢神経からはプリオンがとれるとい

うこと。要するにウェスタンブロットで陽性になるということになりますから、そういう

ことである程度検査をして、30か月齢以下を外して、無条件物品にするというのは科学的

根拠があまりないと思います。

○引地消費者情報官 今、消費者サイドの方からご意見をいただきました。生産者、事業
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所経営の方、冨士さん。

○冨士 全中の冨士と申します。私も皆さんと同じ考え方で、ＢＳＥはまだ完全に原因が

究明されていない中ではＢＳＥ検査とＳＲＭの完全の除去。この二つをきちっと組み合わ

せることが消費者の安全・安心を確保する上で基本だと思っております。

日本でも30か月齢以下でのＢＳＥ感染牛が出ているわけで、この分についは我々として

も反対であります。

と畜前後の検査ということで、この具体的な内容は何かと思ったら、目視だという話で

すので、これは論外といいますか、きちんとした具体的な検査内容を定義すべきだと思い

ます。

いずれにしても原案を出すほうが根拠を示さない。修正するほうは科学的知見と根拠を

示せというのはフェアではないと私も思います。そういう意味では緩和する改正案を出す

ほうが知見と根拠を示すべきだと思っています。

○引地消費者情報官 役所側から何かございますか。

○川島調整官 一言補足的な説明になろうかと思いますが、参考資料２というのがあると

思います。説明をする時間がございませんでした。今ご議論いただいている内容に係わる

ものでございますので、ご紹介なりをしたいと思います。

と畜検査につきまして、ＯＩＥで今ガイドラインを策定している段階でございます。そ

の内容のポイントでございますが、先ほど当方からご説明いたしましたように２にありま

す一番上のポツですが、家畜に係る衛生、公衆衛生のリクスは地域や飼養管理システムに

より大きく異なり、と畜検査は各国の状況、家畜衛生、公衆衛生の目的に応じて個別に構

築される必要があるということで、各国のいろいろな水準条件、こういったものに応じて

各国が定めるべきものということでございまして、一律にこういうものをしなさいという

のはＯＩＥコード上は定められていないという状況です。

そういう中で今回の提案、生前生後の検査に合格していることという提案のそのかわり

に、患畜でないといったことについて削除する。それは考え方としては生前生後の検査で

自動的に排除されるというのがＯＩＥ事務局側の提案です。

ここでお考えいただきたいのは、患畜を排除する手段も国によって、我が国のようにテ

ストをとっている国もあれば、臨床検査で排除している国もあります。検査に合格してい

ることと患畜でないことが削除されることは一対の関係にあるわけですが、今までご議論

いただいている中でＢＳＥの患畜なり感染の疑いのある牛でないことが明示的にこのコー
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ドに位置づけられているということの重要性、私ども昨年も主張してこういう規定になっ

ているわけでございます。排除する目的が明確に書かれているということの重要性を十分

踏まえまして、今いろいろご意見いただいたものをまた考えさせていただいて、コメント

を考えさせてもらいたいと考えているところであります。

○引地消費者情報官 第１議題について最後に飯田さんから。

○飯田 結論は消費者団体の皆さんと一緒ですので、触れません。

ですが、最初に説明がありましたようにＷＴＯとの関係で、食肉の安全というよりも貿

、 。易障壁をいかにして取り除くか こういう視点が前面に出ているのではないかと思います

ＯＩＥの議論の拠って立つ側といいますか、それは貿易障壁をなくすという視点よりも、

安全を確保する、こういうことがないといけないのだと思います。

、 、 、 、１点 質問ですが 検査の問題ですが 生前生後検査という言い方をしているのですが

元は英語だと思いますが、生前かつ生後の検査と理解したらいいのでしょうか。

生前または生後の検査と理解したらいいのでしょうか。

それから、目視というレベルだというお話があったのですが、生前はわかりますが、生

後の目視というのはどういうものが想定されているのでしょうか。教えてください。

○引地消費者情報官 加藤さんのお話をお伺いしてからお答えをお願いいたします。

○加藤 次のテーマに移るというお話がありましたので、私どもの考え方をお話ししてお

きたいと思います。冒頭を最初のテーマについては科学的根拠が不明である。ないという

ことについて議論がスタートしたわけです。

そもそも30か月齢以下に科学的根拠がないというのはもとより、検査について30か月以

下というのは通常の場合、先進国などは歯列等で区分してやっているわけですから、科学

的という意味においては無いということは当然だと思うんです。そのことを述べているに

すぎないと思います。

また、2001年、国内ＢＳＥが発生したときも時の政府は全頭検査を導入するに当たって

欧米の先進国の発症事例の統計をとって99.95％は30か月齢以上というデータがある。し

かし、残りの0.05という数字を鑑みて、国内の安心を確保するために全頭検査を入れるん

だ、そこは科学的根拠ではなくて、まさに安心対策としての全頭検査という位置づけをし

ているわけです。その辺からこの問題については整理がついているわけですから、もし科

学的根拠がないということの議論を進めるのであれば、30か月齢という根拠に固執する科

学とは何なのかをこちらからきっちりと言わないと主張にならないのではないかと思って
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います。

、 、 。例えばよくお話に出るのでは 21 23の若齢ＢＳＥが発生したということが出てきます

これについて、もし科学的に主張していくのであれば、すでに食品安全委員会の諸先生が

12月委員会でご指摘がありましたように、そのデータをいち早く公表して、科学的な論文

にまとめて主張していくという主張がなければ、冒頭、科学的に正当な理由があることを

、 。 。もって それを立証する必要がある そして主張をしていくということだったと思います

このような条件変更が出てきた背景には、蓄積された欧米先進国のＢＳＥステータスに

関する科学的なデータ、いわゆる科学的なデータ、それに基づいてこのような条件の変更

が出ていたのだなと私どもは実感をもって感じています。以上です。

○川島調整官 ご質問のほうでございます。生前生後はＯＩＥの英語原文によりますと、

アンド、両方という書き方になっております。

生後のいわゆる目視検査、先ほど来申し上げましたように生前生後の検査というのは各

国が判断すべきものということでございますが、一般的に国際的に考えられている生後の

検査はおそらくと畜の過程におけるＳＲＭの汚染、こういったものをきちんと排除できて

いるかどうかということではないかと理解します。

○引地消費者情報官 安田さん、お願いいたします。

○安田 今、30か月齢は科学的根拠がないとご主張があったのですが、先ほど申し上げた

ようにＯＩＥ自身が最も高い有病率を有する群だと言っていること。それから、ＥＵ、ア

メリカにおいても30か月齢以上というのを例えばアメリカも健康牛においては一部検査対

象にしている。ＥＵはすべてを検査対象にしている。ＳＲＭの除去についてもやはり30か

月齢以上でアメリカはやっていますし、ＥＵにおいてもリスク牛、24か月以上というふう

に管理されていて月齢でいろいろやっているわけです。そういうのを全部無視して、これ

は科学的根拠がないと言って外すというのは、今までつくられた各国の体制にもＯＩＥの

基準をたてに非常に大きな影響を与えてしまうと思います。根拠のないことをこういうふ

、 、 、うに示すということは ＥＵやアメリカ そして日本は全頭検査をやっているわけですが

そういうところに大きな影響を与えると思います。こういう無責任なことはやるべきでは

ないと思います。

○引地消費者情報官 小笠原さん、お願いいたします。

○小笠原 最初に釘田課長からＯＩＥの議論は政治的だけで決まるわけではなくて、科学

的議論が行われると話されておりました。日本はこれまで貴重なデータを数年にわたって
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蓄積してきたわけでございますから、昨年と同様、きちんとした科学的根拠に基づく主張

をしてきていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 あと３つほど課題がありますので、先に進めさせていただきたいと

思います。

また、この件について特にということであれば、後ほどまたご意見を聞きたいと思いま

す。

続いて無視できるリスクの国が満たすべき要件。いかなる自国産牛におけるＢＳＥ発生

例の８年以上前に出生していることに変更することについてということです。これについ

てのご意見をお願いいたします。

戸谷さん。

○戸谷 このカテゴリーを話し合いされるとき、米国の先日出たＯＩＧのレポートを突き

つけていただきたいんです。20頭のへたれ牛が入っている入っていないという報告も含ま

れているあのレポートですが、あれを見るとＯＩＥのカテゴリーの規定は絵に描いた餅で

あることを示す重要なレポートだと思います。牛の生産大国である北米、すごい生産大国

である北米の遵守状況が全然なされていないというレポートですので、先進国からしてそ

ういったＯＩＥの基準を破っている見本になりますので、それをまず突きつけていただき

たいのが１点。

あと、肉骨粉の給与規定の効果に着目したものと書いてあるのですが、この報告自体も

ナンセンスで、フィードバンの効果に着目とありますが、まずフィードバン自体の定義を

変えるべきではないかと思うんです。アメリカなんかだと「97年から肉骨粉の規制はやっ

ていますから大丈夫です、そこから何年規制しているか勘定できます」と言い張っている

わけですが、実際には鶏糞などを通じて肉骨粉、ＳＲＭ入りの肉骨粉を牛に食べさせてい

るわけです。その鶏糞がどのぐらいの量になるかというと、年間100万トンの鶏糞を牛に

与えて、そのうちの３割が、30万トンが肉骨粉ではないかとＦＤＡのクロフォード長官が

見積もっていたりする現状があるわけです。

30万トンの肉骨粉を食べさせているというのは、肉骨粉の給与規制に全然該当しないわ

けです。

もう一つは、最近、日本の感染源と言われて見直しがある代用乳に入っている牛の血粉

や牛脂ですが、これだって現場の専門家の先生がおっしゃるには、飼料の専門家の先生が

おっしゃるには、濃度規制なんていうのはナンセンスです。牛脂というのは液状だから沈
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殿してむらができるから、そのむらの部分を食べさせたら……。

○引地消費者情報官 ポイントを明確にお願いします。

○戸谷 すみません。フィードバンの効果に注目というとき、フィードバン自体の定義を

まず変えていただきたい。そういったＯＩＥの規定が絵に描いた餅であるということで、

ＳＲＭ除去もサーベイランスもそういった指導をする、引っ張っていく先進国がきちんと

できていないということから、その規制自体をもう一度見直す必要があるのではないかと

いうことです。

○引地消費者情報官 原さん、お願いします。

○原 戸谷さんからお話があったのですが、飼料規制がなされているかどうかが一番大事

だと思います。

最終発生ということと、生まれの最終というのとは根本的に違うと思いますので、最終

発生というのはその時点でその国にＢＳＥの感染牛がいたということです。サーベイラン

スはあとでお話があると思いますが、完全に見つけるということはできません。その時点

できちんと確認ができている。発生したというのはＢＳＥの感染牛がいたということです

ので、飼料規制がその時点で完全でなければ、やはりそれが回っている可能性があると解

釈しなければいけないと思います。

そういう意味できちんと飼料規制がどの時点で完全に行われたのかをきちんと評価でき

るシステムにしていただきたい。

その上、ＢＡＲＢというのがイギリスで依然として発生すると聞いております。そうい

ったことについてもきちんと解明をする。どういう感染源で発生しているかについて解明

していただかないと清浄国、この場合は無視できるリスクの国ですが、それの確認という

のは非常に難しいのではないかと思いますので、ご検討をよろしくお願いいたします。

そのうえで、ここで言っているフィードバンの効果的な実施がなされていない国という

のが不明リスク国になるかと思うのですが、そうすると日本でやっているようなフィード

バンとアメリカでやっているフィードバンではずいぶん違うと思うのですが、アメリカの

場合には日本の尺度からいうと有効なフィードバンとは思えないと思うんですが、そうな

るとアメリカは不明リスク国と位置づけてよろしいんですか。これは質問です。

それからもう１つ、説明の中ではしていただけなかったのですが、２．３．13の13条、

資料のほうに出ていますか。ＳＲＭの範囲を回腸遠位部と去年の総会で腸から戻したと思

うんです。これについて欧州委員会からは腸全体から回腸遠位部に限ったことについて、
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その科学的根拠がどういうものなのか質問が出ていると思います。

私どもでも一昨年から回腸遠位部から腸にしたとき、回腸遠位部だけではなくて腸全体

のプリオンの有無について科学的なデータをとるようにしていただきたいと要望をしてい

ます。そこに関して、ＥＵが言うからということではないのですが、今後ともきちんと確

認をお願いしたいと思います。

○引地消費者情報官 時間も迫っておりますのでポイントだけよろしくお願いします。

○山浦 いかなる自国産牛におけるＢＳＥ発生例の８年以上前に出生していることに変更

をすることについては、私は反対です。今日の政府のご説明にありましたように、肉骨粉

給与規制の効果に着目ということではないかと思われます。今、皆さんがおっしゃったよ

うに肉骨粉が唯一の原因なのかということはまだわかっていないわけでして、例えば血粉

を与えていることをどうするか。さまざまなＢＳＥの原因究明ということがこれからなさ

れなければいけない時期に、こういう安易な肉骨粉説ということだけに焦点を当てること

は問題だと思います。

②で、８歳以上の高齢牛のみでＢＳＥの発生が確認されている国は無視できるリスクの

要件を満たす可能性が出てくるということにつきましても、これは同感です。これは先週

の専門家会合でオーストリアという国の利害関係の問題があるのではないかということが

指摘されておりましたが、こういう政治的な条件でこういう貿易条件が出てくるのであれ

ば、これは科学的でも何でもなくて、非常に政治的な貿易促進の提案にすぎないと思いま

すので、たしか小野寺先生がアドホック委員会の委員でいらっしゃると伺いました。日本

のこういった問題点の指摘ということをぜひそういう場でも強調していただきたいと思い

ます。

○引地消費者情報官 飯田さん、お願いします。

○飯田 重複は避けます。２つ申し上げます。１つは資料２の②の点ですが、報告にあり

ましたように私もこれは矛盾していると思いますので、そういう主張をすべきだと思いま

す。

①の点の変更部分ですが、いわば発生主義から出生主義に変わる、そういう考え方です

が、これも私は反対です。今の発生主義のほうがましであると考えます。

出生主義に変えれば、その履歴をずっと追いかけなければいけない。そういうシステム

がなければこれは成り立たないと思います。それを全世界的に求めるというのは現実的に

は無理だということですから、先ほどの検査の問題と合わせて発生主義のところで食い止
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める、そういう考え方のほうが整合性はあると思います。

○引地消費者情報官 アドバイザーの先生方からコメントをいただけませんでしょうか。

○吉川 私は専門家会議のときに言ったんですが、フィードバンをする前に汚染されたも

のが最終的に出るということで考えていくと、日本の経験を含めて欧州も、長いのはすご

く長いのもありますが、平均的には12、３年という潜伏期になるだろうと思います。

その後、７年というのは逆をいえば最終汚染から20年ということを１つの安全基準と考

えて今までやってきたと考えられると思います。それに対してフィードバンをしてから８

年間出なければ、ほかの対策がとれていればという格好で考えると、従来の20年から単純

に言えば８年に縮めたということになると思うんです。

考え方として十分なサーベイランスができて、感染牛が摘発できるという状況が設定さ

れるのなら、私はフィードバンをしたあとからの潜伏期の長さが８年でいいかどうかは別

問題として、ある一定期間、十分な潜伏期を経てでなければ、その国に対してリスクが非

常に低い、あるいは無視できると考える考え方はあっていいのだろうと思います。

前の考えも理論的には同じことで、ただそれは今言ったように計算してみればずいぶん

長さの違いを言っているので、システムとしてもし何年以前までというふうに決めるのな

ら、１つはあとで問題になるサーベイランスでどれだけ感染牛が摘発できるかということ

を保証しているかということとリンクしてこざるをえないという問題。

そして、現在、すでにＥＵでの平均潜伏期が８年、90か月近い状況で、８歳という、８

歳といっても４、５歳まで検出できないケースがほとんどです。実際に有効に評価してい

るのは最後の４年間ということになります。それで防疫措置としてつかみきれてコントロ

ールできる範囲に入っているかどうかというところをＯＩＥとしてはシミュレーションで

もいいから、科学的根拠を示したうえで８年ということを説明しないと、従来、20年近い

ものが８年に変更することが科学的に正しいかという説明にはならないだろうと思いま

す。

そういう意味では幾つかの条件をつければ最終発生から７年というよりもリアルバンか

ら何年出ないという考え方も成立すると思いますが、現状のサーベイランス状況と発生の

平均潜伏期から考えると８年というのを採用するのは、私は個人的にはあまり賛成ができ

ないという気がします。

○引地消費者情報官 横山さん、お願いします。

○横山 私も吉川先生の意見とほぼ同じです。この問題の背景に飼料規制、それからサー
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ベイランスというものがどこまで担保されているかということが、こういう提案をするた

めの必須条件になるだろう。

ただ、現在までにＢＳＥを撲滅した国は残念ながら１つもない。そこも現実だと思いま

す。飼料規制を各国いろいろなことをやっても、完全にＢＳＥをフリーにできていないと

いうところも考えなければいけないのだろうと思います。

８歳以上のＢＳＥ症状牛が出てきたとき、この区分で該当したとき、そういうものが出

てきたときに、その区分とか取り扱いをどうするかということもこれには欠落していると

ところです。

先ほどの骨抜き肉にしてしまえば、そういうものも輸出できますよということにまさに

リンクしてくる。そういう幾つかの問題を抱えていると考えます。

○引地消費者情報官 小野寺先生、お願いします。

○小野寺 この話は前の質問がＢＳＥの検査をやっていないという話ですが、今度の話は

質が違って、現在、ＢＳＥが発生している国がいつ清浄国に戻れるとかという話で、これ

に関してはヨーロッパのさる国で現在はＢＳＥが発生したのが６年か７年ぐらい前だけ

ど、その後発生していないところがある。

ただ、ここで問題は国内の線引きをどこでやるかという問題で、お隣の国から入ってき

た牛ではその国で発生しているということです。ですから、これに関してはもう少し慎重

に、ＧＢＲ問題がありますから、具体的にこの国が清浄国に戻りたいという話になったか

ら、日本でも食品安全委員会がもっと頑張らなければいけないと思います。

○引地消費者情報官 先ほど原さんから回腸遠位部とのご質問かありましたので、それに

ついて。

○川島調整官 原さんから２点ご質問があったと思います。アメリカのリクス評価の件。

個別の国についての評価は、基本的にはＯＩＥに仮に申請がなされれば、ＯＩＥにおいて

認定作業が行われるということです。個別の国に対するコメントということではなく、ご

理解をいただきたいのは、アメリカにおいても97年からいわゆるフィードバン、反芻獣の

規制は実施されているわけで、コードの英語の書き方、これは資料のほうに出ていますの

で、あとで日本語の和訳のところをごらんいただければと思いますが、いわゆる管理され

たＢＳＥのリスクの国というところにおいて、フィードバンについてどういうふうに書い

ているかと申しますと、反芻動物由来の肉骨粉などの飼料規制に係る管理が８年間実施さ

れていることを証明することができないと書いてございます。
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そういう意味で、アメリカにおいてフィードバンに問題があるというご指摘はご指摘と

いたしましても、フィードバンを実施しているという意味においては実施しているわけで

ございまして、そういう意味で直ちに不明のリスクに入るということはなかなかないので

はないかと私は個人的には思っております。

ＳＲＭの範囲についてのご質問ですが、これは私ども国内の研究成果をご紹介いただき

まして、回腸遠位部に異常プリオンが検出される。それ以外のところにはないということ

で確認されていないということをもってご説明、コメントを出してきたんですが、その後

の研究成果はフォローしておりません。

○横山 やはりＢＳＥの牛の場合には、今のところ回腸遠位部という報告しか私も知りま

せん。

○引地消費者情報官 冨士さん、お願いします。

○冨士 出生主義に変えるという変更ですが、これについては変えるのであれば飯田さん

が言っていましたが、個体識別とかそういうものによって出生日が管理できているという

のとセットでないと意味をなさないということので、個体識別などの管理によって、出生

日がきちっと把握できていることが前提だと思います。

それから、８歳以上の高齢牛のみでＢＳＥの発生が確認されていない国は、ＳＲＭ除去

等の貿易条件が課されないというのは、反対といいますか、おかしいと思います。ＳＲＭ

の除去は課すべきだと思います。

○引地消費者情報官 次のテーマに移させていただきたいと思います。次はサーベイラン

ス基準の変更です。山浦さん、お願いいたします。

○山浦 今日のご説明にありましたように、Ａ型サーベイランス、Ｂ型サーベイランスの

摘発水準の変更ですが、このデータが先ほどのご説明にもありましたようにＥＵモデルの

ものでして、日本でいくらこういった全頭検査をやっていても全く寄与しない、そういっ

た現実に即しないものだと思います。

しかし、現実には日本において22頭のＢＳＥが確認されていることを見ましても、大量

に発生していない国におけるＢＳＥの検査はどういうものかということが今問われている

わけです。この基準そのものの変更をするのであれば、この考え方そのものをまず直さな

ければいけないと思いますので、ぜひ日本のデータを示しながら、こういったポイント制

のおかしさということをぜひご指摘していただいて、こういうふうなサーベイランス基準

の変更については反対していただきたいと思います。
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○引地消費者情報官 飯田さん、お願いします。

○飯田 私もこの変更については反対です。この基準が昨年提示されて、ちゃんと検証も

されていないのに、その数字のことだけで判断して、Ｂ型サーベイランスのところを変更

していくという、こういうことは科学的な議論から数字の分野に議論が派生してしまって

いるという、そういう点では何を根拠にこうなるかが全くわからない。そういうふうに思

います。

○引地消費者情報官 安田さん、お願いします。

○安田 山浦さんの指摘と重なるのですが、このポイント数の配分の科学的な根拠という

部分をどういうふうに決めたか、もう一度ご説明をいただきたいことと、全頭検査をして

いる日本のデータがきちっと参考にされなければいけない。特に無症状感染牛という部分

で日本もＥＵもたくさん見つかっているわけです。それに対しての理由、それをこんなに

低い配分でやるということについては科学的ではないと思います。

○引地消費者情報官 原さん、お願いします。

○原 皆さんと同じところは除きますが、サーベイランスの検査方法について、きちんと

問われるべきではないかと思います。同じサーベイランスをやっていると言っても、これ

までアメリカですと免疫組織化学法しかやっていなかった、過去やっていなかったという

ことがあります。そういったもので同列にサーベイランスをしていると言えるのかどうか

ということについてもぜひご議論をいただきたい。

サーベイランスをそれぞれの国でやっているわけですが、それぞれの国のサーベイラン

スの中身についてお互いに、あるいは国際機関としてＩＡＥＡがやっているような査察を

やるべきなのかどうかわかりませんが、きちんと検証できるようなシステムにしていって

いただきたいと思います。

それから、疑わしい牛、検査の対象となる牛を区分しているわけですが、それぞれの分

類が恣意的にならないように、そういった分類の仕方についても国際的に取り決めを具体

的にやっていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 和田さん、お願いします。

○和田 今までの発言と同じことを意見として持っておりますが、サーベイランスが各国

で同じようにされているとは言い難い面がありますし、日本のようにデータが十分にある

というところは少ないわけですから、私もここでの変更は問題があると考えております。

基準の変更のところに加盟各国の実行可能性を考慮してという文章が入っているのです
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が、こういうことをいちいち全部考慮して実行できるかどうかということが検討する場合

のウエイトとして相当大きくなっているのかどうか。その辺のところがどうなのか。

それから、先ほどからいろいろな課題について考えるとき、科学的根拠がむしろこちら

に求められるよりも、ＯＩＥで科学的な根拠が十分に示されているのか。集められている

のかという疑問が重なってきているんです。その辺を十分に発言していっていただきたい

と思います。以上です。

○引地消費者情報官 亘さん、お願いします。

○亘 質問になるのか、意見になるのか悩ましいところですが、このポイント制を考えて

おりますと、アメリカは30万頭に１頭という割合でございますので、アメリカは無視でき

るリスク国になって、日本は大変リスクの多い国のようになっていくのではないかという

イメージを抱いたのですが、これは正しいのかどうかということ。

もし、そうだとすると、我が国の全頭検査はどのような意味をもっているのか、私たち

消費者は考えなければならない。と申しますのも、全頭検査は、未だ未解明な部分が多い

ＢＳＥ発生メカニズムに対して科学的な１つの根拠を消費者に伝えていると考えるからで

す。故に、アメリカの対応に少なからず疑問に思いましたので、感想を兼ねた疑問みたい

なものを申し上げました。基本的にその辺がクリアされないと。非常に不安を抱いており

ます。

○引地消費者情報官 今、幾つかご質問もいただいておりますので、それについてお答え

し、もしよろしければアドホック委員会の委員をされております小野寺先生にコメントを

いただければ。

それが終わりましたら加藤さんからお話を。

○川島調整官 サーベイランスのポイントはどういうふうに決まったのかということでご

ざいます。これはイギリスの研究者が特にイギリスで確認されています相当数の感染牛が

確認されておりますデータから、臨床症状を示した牛から間違いなくＢＳＥが摘発される

確率、こういったものを統計的に分析をした結果で算定されているということでございま

す。一般的にいえば、ＢＳＥ特有の臨床症状を示した牛からＢＳＥ陽性牛が摘発されると

いうのは間違いのない事実でございます。

それに対して症状を示していない、いわゆる一般のと畜牛、こういったものは実数で見

ればもちろん検出されております。そのことの重要性は何らか変わらないわけです。割合

として、比率として見れば臨床症状を示したものに比べれば摘発率は低い、こういうイギ
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リス、それからＥＵ各国のこれまで蓄積された、長年にわたりまして蓄積されたデータを

統計的に処理する形でモデルとして構築されたということでございます。

日本は臨床症状を示しているものはほとんど確認されておりません。と畜牛から出てお

りますので、そのポイントがなかなか蓄積されない、結果として。そういう問題がありま

。 、 、 、す ですから 私どもは今 小野寺先生にも入っていただいております専門家会合の中で

日本のデータもさらに積み重ねていく、あるいはＥＵの中でも日本と同様にイギリスに比

べれば浸潤率、広がりの度合いが低い国、こういったものがあろうかと思います。そうい

った国のデータなりを分析することでさらに作業を進めていきたい。そういうふうに進め

ていくべきだろうと考えております。

○引地消費者情報官 小野寺先生。

○小野寺 この根拠は１つは英国の有名な疫学者が過去20年間のデータの蓄積の上でもの

を出した、こう言っています。それに関して、数値モデルとかそういう統計データ、それ

に関してかなり強引な点が若干あるかなと思っています。

ただ、これは最終決定ではなくて、暫定的といいますか、毎年毎年見直すんだというこ

となものですから、おかしいというのはしょっちゅうというか毎年言わないと、向こうは

何も言わないとこれで納得しているという世界ですから、何か疑問があるのだったら声を

大にして言わないと、100言って、そのうちの10ぐらい聞いてもらえるという世界になっ

ていますから、10回言わなければだめですね。そういうことが言える世界です。

もう１つ、これは委員の間でもいろいろ議論のあるところです。症状牛に関して、通常

のと殺牛に比べて点の開きが多すぎる。ですから、1,000倍以上の開きがあります。サー

ベイランスの基準のポイントについてです。

最近は特にヨーロッパでも日本でもそうですが、フィードバンとか特定危険部位は外し

ているから、そんなに症状に出てこないんです。統計を見てもわかるように90％近くは通

常と畜牛から出るということになっている。これは症状牛というところにあまりポイント

を置きすぎると症状牛を恣意的に、普通の牛も全部症状牛のほうに入れてポイントを上げ

るということになりかねないということは今でも主張しているものですから、これは毎年

主張していこうかと思います。

○引地消費者情報官 加藤さん、お願いいたします。

○加藤 前言ったことと論理は同じかもしれませんが、サーベイランスの基準変更につい

ても、欧米のリスクが収縮していくトレンドといいますか、対策の集積を科学的に評価し
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た結果がここに出ているのではないかという思いです。

と申しますのは、サーベイランスというのはその国それぞれのＢＳＥの感染のまん延度

といいますか、それを科学的に評価するための制度であるわけです。しかしながら、日本

では全頭検査導入と同時に、スクリーニングといいますか、口に入る食肉の安全性を確保

するための手段と誤解されてきていますから、そういう意味では今議論されていますが、

日本の全頭検査の科学的知見といいますか、とりわけ症状牛とと畜牛との差異、そういう

ことを含めた日本が全頭検査によって何を科学的に獲得したかを十分に整理していただい

たうえで、今回、ＯＩＥが提案しているサーベイランスの基準変更について議論をしてい

ただきたいという思いがあります。

、 、今までサーベイランスの機能なり 先進国としての欧米のＢＳＥ対策を見ておりますと

これはこういうトレンドになってきたという形のものであって、僕はとりわけポイント制

の導入とか、症状牛についてもさらに区分している。あるいは、ポイント制の導入と関係

なく、いかなる症状を示したものについてはそのサーベイランスを確実に行う。そういう

担保をちゃんとこの中にいれております。そういう意味で僕は一歩前進という措置だと思

っております。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

安田さん、お願いします。

○安田 緊急と殺牛と死亡牛の判別が困難な場合は牛群の統合は可能ということが提案さ

、 、 、れていますが それは例えば死亡牛が９歳以上だと0.1 緊急と殺牛が0.2といったときに

、 。これを統合するという意味はどういう どっちの数字でもいいということになるのですか

教えていただきたいのですが。

○川島調整官 統合する場合、なぜ統合するかというと、各国によって緊急と殺と死亡牛

を明確に統計上区分していないという事態がありますので、それは統合していいという考

え方です。その統合する際には、低いポイントのほうに設定をするという形になろうかと

思います。そういう提案になっております。いたずらに高くポイントがならないようにと

いう発想かと思います。

○引地消費者情報官 戸谷さん、お願いします。

○戸谷 今、加藤様のご発言を伺ったんですが、そもそも欧米は完全なフィードバンをし

たからＢＳＥが減っていることをまず忘れてはならないということがあります。サーベイ

ランスの基準うんぬんかんぬんを述べる前に、まずフィードバンの定義をきっちり決めて
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いただいて、抜け穴のないフィードバン定義をつくっていただいて、このポイント制に関

しましてもフィードバンの遵守状況を見て、抜け穴のある国がたくさん検査をしなければ

ならないような公平なサーベイランスのシステムを考えてつくっていただきたいと思いま

す。今だとアメリカのほうが少なくてすみますので、日本のほうが不利になりますから。

○引地消費者情報官 そろそろ次の議題に移りたいと思います。

最後になります。コホートの範囲とリスクアセスメントの対象の変更ということでござ

います。山浦さん、お願いします。

○山浦 まず、コホートで垂直感染を否定するという形になるわけですが、これは科学的

にそういうふうに言えるのかどうか疑問があります。

ＢＳＥ以外のＴＳＥの問題について、科学的に証明されていないから今回はＢＳＥに限

定するんだ、そういう論理ですが、これもおかしいと思います。

ＯＩＥの提案が今日のお話を聞いておりましても貿易促進的な側面が非常に強くて、動

物の病気をなくしていく、特にＢＳＥを世界からなくしていく、そういった理念が非常に

薄いのではないかと思います。この点につきましては、予防的な立場からこの垂直感染の

問題はまだ検討し続けなければいけない問題であるということから、感染牛の子供のコホ

ートといったことも考えなければいけないし、また鹿などさまざまな動物における症状を

併せて検討しなければいけないと考えます。

○引地消費者情報官 原さん、お願いします。

○原 コホートの見直しに関しては慎重な議論が必要なのではないかと思います。それか

ら、ＢＳＥ以外のＴＳＥに関しては、まず牛以外のＴＳＥが牛にうつる可能性もあるとい

うこと。それから、牛から人にうつったｖＣＪＤのモニタリングというか、サーベイラン

スがやはり重要な問題だと思いますので、そういったものを含めて牛以外のＴＳＥについ

てはきちんと評価をすべきだと思いますので、この見直しには反対です。

○引地消費者情報官 飯田さん、お願いします。

○飯田 私も結論は一緒です。コホートの問題については根拠が薄いと思いますし、そう

いう解明がされていないのではないかと思います。

ＴＳＥの問題についても、ＴＳＥからＢＳＥの疫学情報がないという、それだけでもっ

て果たして判断していいのか。逆に、ＢＳＥに移行しないのだということの根拠がきちっ

といるのではないかと思います。

○引地消費者情報官 今、垂直感染の問題なり、牛、鹿等の動物間の感染の問題、技術的
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な問題も出ておりますので、アドバイザーの先生方にこの問題についてコメントをいただ

けるとありがたいのですが。

吉川先生、お願いいたします。

○吉川 この前の専門委員会でも同じような議論になって、新しく垂直感染を科学的に否

定するデータが加わったかということを情報交換したのですが、皆さんの知っている限り

では特に新しい情報は付け加わっていないという結論になったと記憶しています。

○引地消費者情報官 横山先生か小野寺先生、コメントはありますか。

○横山 その他の伝達性海面状脳症についての項目が削除されたという点に関しては、Ｂ

ＳＥの起源がわからないということ、それと特にスクレーピーが１つの候補として疑われ

、 、 、ているということは 各国でまた厳然たるフィードバン 飼料規制が行われていなければ

輸入によってＢＳＥを持ち込むだけではなくて、自分のところでつくり出してしまう、そ

ういう危険性についても考慮するべきだろう。そういう観点から考えれば、わざわざＴＳ

ＥをＢＳＥのみに限定することは理解できないというのが私の意見です。

○小野寺 ＴＳＥとＢＳＥの関係ですが、１つはヤギのＢＳＥというのはすでにＥＵ委員

会で去年あたり見つかった。むしろＢＳＥの材料の肉骨粉を通じて、ほかのヒツジ、ヤギ

にいく可能性はまだまだ将来出る可能性があるということで、話は去年より今年のほうが

危険な状況です。そういうことでＢＳＥとＴＳＥを区別するというのは非常に難しいと思

います。

○引地消費者情報官 戸谷さん、お願いします。

○戸谷 １つ目は、食品安全情報というやつで、イギリスのＢＳＥ対策検討会みたいなと

ころが母子感染に関しての研究はまだ継続中という発表をこの間されていたと思います。

イギリスも結論を出していない。ですので、これは反対です。

２つ目は、これは多分、米国がＣＷＤの狂鹿病を意識して提案してきたことだと推測す

るのですが、ＣＷＤはアメリカで今大まん延していると言われていて、肉にも感染性があ

ることが最近わかってきた。あとは人の仲間のリスザルとか類人猿にも感染することがわ

かってきた。そういったことがあります。

かつ、97年に規制したといっても実際の状況は鹿が牛の飼料に入っているという告発の

データがけっこうあります。今、これを削除するのは絶対にやめていただきたい。もっと

研究すべき。本当だったらＢＳＥより大問題かもしれないこの問題は継続してやっていく

べきだと思います。
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曝露リスクですが、肉だけが討論されていますが、肉類とか食用のものだけが討論され

ていますが、米国から日本は飼料、肥料を輸入しています。ほかの国からの汚染は肥料、

飼料を通しても国内に影響しますから、これはきっちり反対していただきたいことだと思

います。お願いします。

○引地消費者情報官 時間も押し迫ってまいりました。会場の方からもご意見をお伺いし

たいと思っております。

その前に今、食肉事業関係の方からご意見をあまりいただいておりません。全体を総括

して何かございますか。

岩間さん、お願いします。

○岩間 私どもの団体は基本的には輸入を扱っている業界団体ですが、ＯＩＥ国際基準と

、 、 、いうか １つＢＳＥですから牛肉関連物資になるのですが これを通じてできるだけ流通

輸入を振興するという１つの理念、何度も意見が出ているのですが、そういう方向の中で

現在、これは日本に置かれている状況とますます乖離していってしまうのではないか。

私どもは出された今回の基準、これは科学的に十分詰めていただきたいということで、

それに尽きるのですが、結果的にどういう結論になるか、それは予測できないのですが、

今回提案された内容を見る限りにおいては、我が国の現状とますます乖離してくるのでは

ないか。

そういったときに一方のＯＩＥのそれに関連してＷＴＯともリンクする話でもありま

す。話がどんどん発展していった場合、我が国の状況と齟齬が生じてくる場合どうなのか

を一抹の心配というか、安全性確保は最重要だということはよく理解しているのですが、

一方で国際間の流通の促進、輸入の促進という観点もある中で、どうなのかなという懸念

をもって今日来たわけです。そんな印象を持ちました。

○引地消費者情報官 福岡さん、お願いいたします。

○福岡 私たちは全国の食肉の関係をまとめている組織団体ですが、片や食肉センターの

社長もやっているわけですが、日本の制度がこれだけきちっとしているということで、Ｏ

ＩＥの制度が緩和されたから、それに準ずるということは避けるべきでないかと思ってい

ます。

ただし、国内の需給から考えて、やはりアメリカからの輸入は適当なところで打開して

いかなければいけないだろうと思っています。それには向こうのパッカーに日本の検査員

をはりつける。国内でＢＳＥの対策で1,000人張りついているわけです。47都道府県に。
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その半分500人をアメリカのパッカーで申請されたところに張り付ける。出口で全部チェ

ックをするという方程式を醸しだせば、これはもっと前向きにやれるのではないか。

それと、ＯＩＥのこの方程式を準ずるということなく、やはりある程度牛舎、牧場でわ

かるわけですから、そういうものは淘汰していくということで、ある程度大枠を回避でき

るのではないかと思っておりますので、その点も十分取り入れてお願いしたいと考えてお

ります。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。それでは、ここで会場の方々からもご意

見をいただきたいと思います。

改正のどの部分についてもけっこうでございます。いつもの例にならって２分以内でよ

ろしくお願いします。

また、今まで円卓の委員のご発言と重複するようなものは避けていただきたいという思

いでございます。よろしくお願いいたします。

それでは。

○石橋 石橋と申します。私はレストランに勤めております。

私はＯＩＥコードにつきまして、日本と欧米の間に対策の厳しさについての認識の差が

ありますことにつきましては、それはある意味正当なことではないかと思っております。

なぜかと申しますと、私はこのような本を持っております 『人と動物のプリオン病』。

といいます東大の品川先生、山内先生、立石先生の書かれた近代出版から出版されている

本でございますが、これによりますと私たち東洋人の典型としたサンプルとしての、日本

人は、イギリス人、即ち白人種のサンプルとしたイギリス人と対比した場合、コドン129

番という平常型プリオン蛋白決定因子で、体の中で私たちにＢＳＥの病原体がとりつくプ

リオンという部分が牛と同じ型になっておりまして、ＭＥＴ／ＭＥＴ型という型になって

おります。その型の比率が日本の国民全体に対しましてほぼ98％と言われております。こ

のＭＥＴ／ＭＥＴ型の人のＢＳＥ病原型の異常プリオンに感染した場合、致死率は１００

％です。他の方の人はＢＳＥになりにくいか、ならないかです。

そして、イギリスの場合ですが、白人種に対しましてＭＥＴ／ＭＥＴ型の平常型プリオ

ンを遺伝的に持っている人の割合は全体の37％、なっておりますので、私たちのほうが2.

5倍危険率が……。

○引地消費者情報官 発言のポイントを。

○石橋 2.5倍ＢＳＥの感染性において危険率が高いということになりますので、同じ量
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を食べても、医療感染などの被害に遭いましても私たちのほうが人種的に先天的危険が高

いのですから、そういう意味においてＯＩＥコードがさっき小野寺先生がおっしゃったよ

うにＯＩＥコード対策を決定するアドホック委員会で白人の委員が多数を占めることによ

って、発言が白人国の委員の方の比率が高いことでありましたら、東洋人種である少数派

の私たちのほうの声が小さくなるということは、ＯＩＥコード緩和が私たちにとって有利

なものかといいますと、決してそのようなことはないと言えます。かつてイギリスで狂牛

病がまん延しましたときに、ＭＥＴ／ＭＥＴ型の人だけが発病において不利になることが

わかっていなかった。それで狂牛病が人に感染することが英国で判明し、ＥＵ諸国で初期

の狂牛病対策が議論された頃は、白人種国民の一部ではなく全体がＢＳＥ感染に同じ感染

性をもつとして、危険性が議論され、厳しい対策が採用されましたが、今では白人種全体

に対し、現在色々と判明した事から、以前思っていた危険性の３分の１程度しか発病率が

ないのではないかということで、サーベイランスが進んだこともあって、安心感が広がっ

ているので、白人種国の委員からこのような安易な改変が出されたのではないかと非常に

懸念しております。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

どうぞ。

○武荒 千葉県市川市消費者の会の武荒と申します。改正案につきまして討議されていま

して、あるべきことだと期待しております。ところが、改正案は関係各国、生産国と消費

国で今後、肯定されていくのでしょうか。遵守の状況はどうなるのでしょうか。先日、テ

レビで30か月牛と20か月牛の日本とアメリカの見解の相違が報道されて、まだやっている

のとあきれましたが、こんなことを考えながら将来、あるべき改正案の成長を願いたいと

思います。

ＢＳＥ発病の防衛策は畜産国の状況はどうしておいでなのか。いつも発病した、と殺し

たなんて10年１日のごとくやっておられるのでは困ります。

先日の報道によれば輸入牛肉に背骨の残留、危険部位の除去は輸出国のモラルでありま

す。今度、改正案が生き生きと発効するとよろしいと思います。終わります。

○引地消費者情報官 そのほかございますか。

どうぞ。

○ノベ 食品会社に勤めておりますノベと申します。貴重な議論を聞かせていただきまし

てありがとうございます。２つあるのですが、まず、一つが先ほど先生のほうからもお話
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がありましたが、日本だけがリスクにさらされているような印象を受けるのですが、各国

の方々、政府の方ではなくて消費者の方々がこれをどうとらえているのか。私も情報とし

てなかなか入ってこないものですから、わかる範囲で諸外国の消費者の方々がどうとらえ

ているかお聞かせ願いたい。

もう１つは先ほど協会長さんがおっしゃっていましたように、約束ごとがきちっとやら

れていても、実行できる、守れる、守らせることができなければ、いくら基準をつくって

も意味がないものですから、実行できる、守れるようにするような仕組みというか、先ほ

どまさに張り付けるという、非常に心強いお言葉をされていたのですが、そういうところ

まで踏み込んだ対策が必要なのではないか。

この前、テレビを見ていて骨が見える。これはどう考えてもだれでもわかることですの

で、実行できるような教育とかそういうものが必要なのではないかという気がしておりま

す。以上です。

○引地消費者情報官 どうぞ。

○藤村 ＢＳＥはこれから日本国民もうまく付き合っていこうよという精神論を持ってい

かないと、いつまでも議論ばかりで終わってしまうと思うんです。ですから、今回のＯＩ

Ｅルールは大げさにいえば欧米は終息宣言ではないかと思います。ＢＳＥは。だから、ポ

イント制とか消費者にわかるような改正をしたのではないか。

最後に一番言いたいのは、鳥インフルエンザがはやっている。外務省は何を言っている

か。鳥にさわってはいけませんよ。アメリカに行った旅行者に対してアメリカの肉を食べ

ていけないと言っていますかということです。その辺のことを議論の中に入れてもらえれ

ば、一般の消費者ももっともっと理解してＢＳＥに関していろいろな意見が出てくると思

います。以上です。

○引地消費者情報官 今、会場の方のご質問で、外国の消費者の方の反応はどうかという

お話がありました。神田さん、お願いできますか。

○神田 幾つかあります。今、うまく付き合うというお話がございましたが、そういうこ

とではなく根絶を目指すという方向でやっていただきたいというのか基本だと思います。

ＯＩＥの提案を聞いておりますと、今回に限らずＢＳＥを根絶しようとしているのか非

常に疑問に思います。平たく言うと腹立たしい。ＢＳＥを根絶しようというスタンスがあ

るのかどうかが非常に疑問に思います。

ＯＩＥの基準は当事国同士で一定判断できるというところを含んでいるようですが、実
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際にはＯＩＥの基準を突きつけられるわけです、交渉のところで。ですから、ＯＩＥの基

準は非常に重要だと思っております。今日いろいろ出された意見を十分に反映していただ

いて、日本の意見にしていただきたい。ぜひ努力していただいて、これ以上緩くならない

ように、少なくとも緩くならないようにしていただきと強く思いました。

よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 最近の外国の消費者の反応ということで。安田さん、よろしゅうご

ざいますか。

○安田 アメリカの消費者団体は日本の全頭検査をアメリカでもやってほしいという要求

が出ております。

アメリカでは各地でヤコブ病の集団発生が報道されています。その中に牛由来のヤコブ

病が隠れているのではないかということで、患者は相当数いるのではないかと言われてい

ます。消費者の反応はアメリカのずさんな管理の中で非常に不安の中にあるということを

ご報告したいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

どうぞ。

○石橋 先程発言いたしました石橋です。先ほどのこととは重複いたしませんので発言さ

せて頂きます 「無視できるリスク」の条件におきまして、フィードバンとＢＳＥ対策教。

育が７年以上、７歳以下の発病牛がおらず、８歳以上の高月齢牛肉のみでＢＳＥの発生が

確認されＢＳＥ牛の最終発生より７年以上経過しているとされている国はＢ型サーベイラ

ンスの実施国に含まれ、無視できるリスクの要件を満たす可能性が出てくるという条件に

つきまして、私はこちらにつきましては非常に懸念を持っております。

なぜかと申しますと、飼料の場合、この前、通常では国内における使用は禁止されてい

るので発見されるはずのない、南米産の鳥インフルエンザ株の鳥インフルエンザのワクチ

ンの不正使用が発見され、ワクチンによる弱毒性のインフルエンザの予測出来ない国内で

の鳥インフルエンザの感染が防ぎきれなかったように、現在において、ＢＳＥ牛無発生も

しくはＢ型サーベイランス以上を実施している各国におきましても、農家の方が知らない

で安いからと販売業者が安易に輸入した飼料の、成分などがよくわからないままに使って

しまった場合、ＢＳＥ対策について無知な業者が実際に飼料を使う農家の方に肉骨粉配合

の有無についてよく説明しなかったり、どこから材料を入手したか不明瞭なものであった

場合などにＢＳＥ対策が十分行われていない危険地域の肉骨粉が混入して使ってしまうこ
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とがないとはいえません。安全な国であっても生産者が安い飼料だからと本人が意識しな

いまま危険な飼料を買い付けてしまうことは往々にしてありえます。そのような場合は、

Ｂ型サーベイランス以上の実施国であっても、知らないうちに若い牛の中で飼料感染が発

生する危険性はどこの国にもあります。高月齢牛のみがＢＳＥの感染において危ないのか

というと、そういうことはあり得ないと思います。そういう意味において、どのような国

であっても、サーベイランスは定期的に行われる必要があります。

もう１つは、各カテゴリーの貿易条件の中で 「骨なし牛肉等を輸入する際に要求すべ、

き条件」の中で、２番の「管理されたリスク国から輸入する場合」という条件につきまし

ては、ＯＩＥが管理されたリスク国をどういう設定でおっしゃっているのか伺いたい。

日本やＥＵのように「すべての動物に肉骨粉を使ってはいけない」のと、アメリカ、カ

ナダのように「牛以外には使っていい」のということになりますと、各々の国はＢＳＥ対

、 、 、策を実施していると主張しても 実際の肉骨粉使用等の条件においては 危険性において

かなり違うものではないかと思います。

○引地消費者情報官 戸谷さん、お願いします。

○戸谷 本当はこれを一番最初に申し上げたかったのですが、今回の改正に限らず、去年

、 。も申し上げたのですが このＢＳＥの問題は食の安全に限らず薬害問題に移行しています

例えばヤコブ病の輸血の感染の可能性があるという３例目の報告がイギリスで出たばかり

です。

日本でもヤコブ病の患者さんの脳の手術器具をちゃんとしたプリオン対策の消毒をして

いないということで、30例から40例の方がリスクを負っています。院内感染の問題にもな

りますので、ＯＩＥの会議の中に今後ＷＨＯと合同でやっていただくとか、メンバーのそ

もそもの改定をしていただきたいと思います。

日本は薬害の先進国ですから、人の血液、輸血、血液製剤の管理のエキスパートをオブ

ザーバーに連れて行って、そういった観点からも対策を述べていただく。器具の消毒に対

、 。 。するエキスパート 院内感染の器具ですね そういう人をオブザーバーとして連れていく

サーベイランスも牛だけではなくてＣＪＤのサーベイランス、人のヤコブ病のサーベイ

ランスも全体的にもっと強化すべきことをぜひおっしゃっていただきたい。以上です。

○引地消費者情報官 和田さん、お願いします。

○和田 お願いしておきたいのは、ＯＩＥについて、一般の消費者にいろいろな情報を流

していただきたいということです。食品とコーデックスの関係について、それでもまだな
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かなか理解が行き渡っているとは言えないと思うのですが、ＢＳＥの問題は100人の消費

者がいればほとんどの人が非常に関心を持っていると思います。ただ、それとＯＩＥが関

連があるということは、100人のうち１人か２人しかＯＩＥとの関連を知らないと思うん

です。

私自身、ＯＩＥとＢＳＥとの関連について今日むしろ疑問が増したんです、構成メンバ

ーまで含めて。とにかく私たちにとって非常に大事な関連があるわけですから、このリス

クコミュニケーションを３回にわたってだんだんわかってきましたが、難しいとは思いま

すが、ＯＩＥとの関連を一般の方たちにわかるような形で情報を流していただきたい。お

願いしておきます。

○引地消費者情報官 今、消費者の方からご意見が幾つかでました。事業者の方、全体的

なお話でけっこうでございます。

加藤さん、お願いします。

○加藤 全体的な議論の印象ですが、ＯＩＥ基準の導入について批判的な見解を述べる場

合、恐さとか、リスクの有無だけの議論が先行するのではないかと思います。

しかし、ＯＩＥの基準は食肉の貿易基準です。流通基準です。このような基準で食の安

全が確保できるかなという視点で議論すべきであります。

そういう意味ではこの間、イギリスでＢＳＥが発生し、ヤコブ病患者が多数出た。ヨー

ロッパに波及した。こういう状況の中でＢＳＥ対策が先進国において順次うたれ、私ども

の国でもいろいろなＢＳＥ対策をうってきたわけです。

そういう歴史とお互いの技術の向上、科学的な見地の向上の中でＢＳＥ対策を現状見た

とき、昨年から今年とかあるいは10年前から今日はという形の中で食の安全を確保するた

めの対策はサーベイランスについてはどこまで守るか。

あるいは、ＳＲＭの除去で安全が確保できるのかとか、検査はすでに日本の食品安全委

員会が検査に限界があるとはっきり言っていて、科学的根拠がない。検査は科学ではない

。 。とはっきりおっしゃっているわけです そういうことを議論してきたのだろうと思います

リスクと上手に付き合うという議論がありましたが、誤解を招くので私はリスクの有無

よりもリスクの大きさでヤコブ病の健康被害に我々はどのぐらい安全基準の中で直面する

ことができるのかという視点から、このＯＩＥの議論をしていくべきだと思います。

そういう意味では、食品安全委員会の中間答申でも対策以前のデータをベースにおいて

も0.1から0.9という変異型ヤコブ病の健康被害の数字が出ています。その後の対策を加味
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しますと、今後、私ども日本国民は100億人でもヤコブ病の被害に遭わないという数字が

すでに出ているわけです。その中で貿易基準としての改善案という視点で、ぜひ議論をし

ていただきたい。リスクの有無、恐さ、まだ未解明の点があるよという形の中で物事をと

らえるのではなくて、食の安全を確保するためにリスクの大きさ、頻度の視点から交渉に

ついて日本国政府としての見解を述べてほしいということを申し上げたいと思います。

よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 今、ヤコブ病関係のご発言もありました。食品安全委員会から一言

お話を。

○西郷リスクコミュニケーション官 このＯＩＥの議論につきましては食品安全委員会の

先生方、専門調査会の先生も今日はたくさんみえておられますが注目をしているというこ

とでございまして、この間もご説明を受けたところでございます。今後も見守っていきた

いというご議論でございました。

今、加藤さんからは食品安全委員会は検査は必要がないと言っているのではないかとい

うお話がありました。委員会としては検査の技術の限界はありますが、検査そのものの必

要がないということを申し上げているわけではないことだけ指摘しておきたいと思いま

す。以上です。

○引地消費者情報官 最後に先生方、総括として何かコメントをいただけるとありがたい

のですが。

○吉川 個々の問題については議論したので、全体として考えていったとき、どなたか言

われたように２つ問題があると思います。１つは、ＷＴＯの傘下で国際貿易の基準を決め

るというのがＯＩＥの１つの責務にはなっているのですが、ＯＩＥそのものの存在基盤は

家畜に関しての疾病をどういうふうに世界中からコントロールするかという責務を負って

いるわけです。特にＢＳＥに関しては食品の安全をどう確保するかという責務を負ったう

えで、ＷＴＯとしての国際貿易基準をどういうふうに決めていくかというスタンスでない

と逆転することは許されないだろうと思います。

もう１つ、明らかに多分ヨーロッパはＢＳＥを封じ込めることに関して、ある程度の自

信を持ってきていると私は思います。今後、米国、北米、アジアを含めた日本、それから

経験を持ってきたヨーロッパのそれぞれの経緯の違いが上手に乖離していく格好になって

いるのですが、どういうふうにハーモナイズするかということが大きな問題だろうと思い

ます。
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世界にはたくさんの不明国も含めて貿易の中で感染症のコントロールということをして

いかなければならない。そういう難しさはヨーロッパで完全に押さえ込められると考えて

いるとすれば、その複雑さをもう少し考慮する必要性があるのではないかという気がしま

す。

サーベイランスを含めて、ヨーロッパの経験上、そういう管理下に入ったと考えられる

なら、その根拠を示して、ロードマップのような格好で、このサーベイランスでどうして

リスク管理の効果を十分に読むことができるのか。

あるいは８歳以上であればどういう理由で、どういうシミュレーションカーブで消えて

いくことを予想できるか。そういう説明がないと、納得するというか、ハーモナイズして

いくのは難しい。

あるいは反論するほうも同じで、世界中にはたくさんのデータがあるわけです。アメリ

カなりカナダなりをサーベイランスポイントに入れたとき、あるいは今回の基準をあては

めたと考えたとき、どこの国に、あるいはどういうステータスに入るのか。そこから貿易

することの安全性とリスクがどのぐらいなのかということをシミュレーションできないは

ずはないと思います。

現実のデータに基づいてそれぞれの主張に違いがあるとするならば、それを埋めていく

努力が必要になるのではないかと思います。

私、１個だけ、サーベイランスの累積ポイントというのはあまり理解できないのです。

。 、サーベイランスというのはある種の継続性を持ってサーベイしないと意味がない だから

累積ポイントがここまで達すればという格好で、要するにポイントさえ達すれば保証でき

るのだという問題ではない気がします。

もし累積ポイントをやるにしても、どういうプログラムでどういう経年性を追って評価

できるという統計的、あるいは科学的根拠を持って最終的な累積ポイントのシナリオを書

かないと、単純にある年これだけの牛を調べて陰性だったから、累積ポイントに達しまし

たというとらえ方をすると、ほとんどサーベイランスとしての意味をなくしてしまうので

はないか。ＢからＡに変えるときの連続性についてもどう科学的に考えてそういうことを

保証するのかということは必要だろうと思います。

○引地消費者情報官 貴重なご意見をありがとうございました。

活発なご意見をいただきましたが、予定の時間がまいりました。この辺で本日の意見交

換会を閉じさせていただきたいと思います。
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なお、本日いただいたご意見は私ども事務方参考にいたしまして、ＯＩＥ総会に向けて

政府の意見としてしっかり取りまとめていきたいと思っております。

なお、ＯＩＥに提出する意見につきましてはホームページ等に掲載しますので、後ほど

それをご参考にしていただければと思います。

以上をもちまして、ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会を閉会させ

ていただきます。

長時間、大変ありがとうございました。

お帰りの際にはアンケートを回収いたしますので、これにつきましてもご協力方をよろ

しくお願いいたします。


