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○引地消費者情報官 皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、ご来場いただきまして

ありがとうございます。

ただいまから、食品に関するリスクコミュニケーション（米国産牛肉輸入問題に関する

意見交換会）を開催いたします。

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

の引地と申します。よろしくお願いいたします。

厚生労働省と農林水産省では、去る１月20日、米国から到着した子牛牛肉に脊柱が含ま

れていたということが確認されたため、現在、すべての米国産牛肉の輸入手続を停止して

おります。このことについて、２月17日に米国農務省からその概要についての報告書が提

、 、 。出され ３月28日から29日にかけて 日米の専門家会合が開催されたところでございます

本日の意見交換会は、こうした報告書の内容、あるいはそれに対する日本政府からの照

会、それに対する回答、さらには日米の専門家会合の概要等についてまず皆様にご説明を

し、参加者の皆様の疑問点やお考えなどについてお伺いする意見交換会を行うために、全

国10ヵ所で開催しているものでございます。

では、初めに、皆様にお配りしているところの資料について若干確認をさせていただき

たいと思います 議事次第 座席表 それから右肩に 資料 と付してありますもので 米。 、 、 「 」 「

国産牛肉輸入問題について」という資料があろうかと思いますが、本日はそれを使って説

明をしたいと思います。そのほか、少し厚めの参考資料１、２、３というものがございま

す。これが本日のメインの資料でございます。そのほか、チラシ等幾つか入ってあると思

います。特にメインの資料の入っていない方がございましたら、事務局の方にお申し出く

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、農林水産省消費・安全局動

、 、 。物衛生課の川島の方から 米国産牛肉輸入問題について 約50分程度ご説明をいたします

その後、10分余り休息を取りまして、質疑応答に入りたいと思います。なお、本日の意見

交換会、会場の都合上、４時30分をもって終了したいと思いますので、よろしくご協力を

お願いいたします。

それでは、農林水産省の川島の方から、説明をいたします。

○川島室長 農林水産省の川島でございます。よろしくお願いいたします。

私の方から、スライドを使いましてこれまでの経緯なり概況をご説明をまずさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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きょうの、私からご説明をする大きな項目でございます。まず第１点、米国産牛肉問題

の経緯と経緯を簡単に振り返ってみたいと思います。

それから、１月20日、先ほど紹介のございました脊柱が確認されたということで、輸入

、 。 、 、手続を停止しているところでございますが その経緯 それから 12月12日から１月20日

今回の停止措置に至るまでの間に国内に流通をしておいった米国産牛肉につきます対応、

これが３点目でございます。

それから、最後に米国との協議ということで、米国から調査報告書が出ております。そ

れに対して私どもから照会をいたしまして、米国側から回答が寄せられたことを踏まえま

して、去る３月28、29日の両日にわたりまして日米の専門家会合が開催されているという

ことでして、こういったことについてご説明をさせていただきたいと思います。

まず、この問題を巡ります経緯、過去のものも含まれておりますけれども、もう一度振

り返ってみたいと思います。

皆様ご記憶にあろうかと思いますけれども、平成15年12月にアメリカで最初のＢＳＥが

確認をされておりまして、その後、米国と協議を進めてきたということでございます。17

年５月24日になりまして、米国産牛肉輸入再開について食品安全委員会の方に諮問させて

いただいたということでございます。

これは、平成16年10月局長級会合を経ましてそれぞれアメリカと日本の両国の国内手続

きを経た上で話を進めていくということでございまして、我が国としては、食品安全委員

会への諮問というプロセスを経たということでございます。プリオン専門調査会で10回に

わたりますご審議をいただいき、その結果、17年12月８日、食品安全委員会から答申をい

ただきました。

米国とカナダのＢＳＥリスクの科学的同等性につきましてはデータが量的質的に不足を

しているということで評価をすることは困難ということですが、後でご説明をいたします

輸出プログラム、これは全頭から危険部位を除くことと、20ヶ月齢以下に限るといったよ

うなプログラムですが、これが遵守をされたと仮定した場合に、米国・カナダ産牛肉と国

内産牛のリスクの差は非常に小さいという答申をいただいたということでございます。

それで、12月12日輸入再開決定をいたしまして、先ほど申しましたように12月27日だっ

たと思いますけれども、新潟で説明会を開催させていただいたということであります。ま

た、消費者の方々に情報提供するということで、輸入再開に当たっての対応、それからＱ

＆Ａといったものをプレスリリースさせていただいたり、あるいは私ども農林水産省、厚
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生労働省のホームページに掲載して情報提供させていただきました。

それから、この再開の決定を受け、12月13日から24日におきまして、米国11施設カナダ

４施設に、我が国日本の担当官を派遣をして現地の査察の実施をいたしました。そのよう

な中、１月20日に、成田にある農林水産省の動物検疫所、それから厚生労働省の検疫所で

検査をしておりましたところ、脊柱を含む米国産子牛肉が発見されたのです。この時のロ

、 。ットにつきましては すべて積み戻しまたは焼却処分にするということになっております

また、全ての米国産牛肉の輸入手続の再開を停止したということで、重く私どもも受け止

めまして、輸入手続き全体を停止しているという状況でございます。

一方、すでに国内流通していたものにつきましては、後でまた詳しく数字を説明いたし

ますけれども、念のために１月23日に脊柱が含まれているといったことがないかどうか、

地方自治体を通じて自主的な調査を要請し、２月20日にその結果を取りまとめました。

それから２月17日に、米国農務省から日本に調査報告書が提出されまして、３月３日に

仮訳を出させていただきました。膨大な報告書になってございましたので、３月17日に付

属資料・添付資料についても仮訳を公表させていただきました。そして、３月６日にアメ

リカの報告書に対し当方から照会をいたしました。その照会についても公表させていただ

いてございます。

その我が国の照会に対する回答が、アメリカ農務省から３月18日に寄せられたというこ

とで、この和訳につきましても３月20日に公表させていただきました。そういった書類の

提出、私どもからの質問、それに対する回答を経まして、３月28日から29日２日間にわた

りまして、日米の専門家会合が開催されたというのがこれまでの大きな経過、経緯でござ

います。

まず先ほどちょっとご説明いたしましたけれども、日本向け輸出プログラムの概要でご

ざいます。日本向け牛肉の条件ということで、ここに大きく３つございます。まず特定危

険部位（ＳＲＭ）は全ての月齢から除去すること、それから20ヶ月齢以下ということが証

明できる牛由来であるということ、それからアメリカでは、例えば条件が違っております

のでそういった処理から出荷までの間に、他の日本向け以外の牛肉と混ざることのないよ

うに識別されることというのが、日本向けの条件の主なものでございます。

対象といたします牛肉の種類ですが、※印のところに書いてありますように、ひき肉と

か肉加工製品は対象外でして、カット肉、部分肉あるいは内臓、こういったものがこのプ

ログラムの対象になります。
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アメリカにおきまして、他国に輸出をする際にどういう手続きで、この輸出プログラム

に基づき、工場が認定され、あるいは遵守状況が確保されているか、その全般的な仕組み

についてです。右側の方に、米国政府（農務省）というところがございます。それから農

務省の中に、大きく分けまして、２つの部局があります。この２つの部局が輸出に主にか

かわっておりまして、まず上にあるＡＭＳ、これは農業販売促進局でございます。もう一

方はＦＳＩＳ、食品安全検査局という部局でございます。まず、左下にある食肉処理施設

が他国に牛肉を輸出したいと考えますと、このプログラムに参加するための申請が必要に

なります。これが①です。この申請への参加、申請受付をこのＡＭＳという部局が行いま

して、書類審査、現地検査を経て、申請した施設が適切であると認定をいたしますと、対

日輸出施設として適切であるということで、ＡＭＳの認定を受けることになります。それ

で、認定した食肉処理施設につきましては、年２回以上、ＡＭＳ（農業販売促進局）が監

査をいたしまして、きちんと対応されているかどうかをチェックしていくというのが一つ

の仕組みでございます。

それからＦＳＩＳ、これは、日本でいいますと食肉処理検査官、食肉の検査員といった

方が配置をされております。それぞれの食肉処理施設にＦＳＩＳの検査官が常駐しており

まして、日々の食肉処理、と畜作業を監督しています。それに加えまして、輸出をする際

には、輸出証明書を発行するという作業をしております。それがＦＳＩＳ、食品安全検査

局という部局の役割です。後でご説明いたしますが、食肉処理施設そのものにも内部監査

を行うことが必要になっているということで、全体的な体系の中で、このプログラムの遵

守を進めているというのが全体の仕組みでございます。

その輸出プログラムの認定をする際の作業、何をチェックするかということについて、

少し細かくしたものがこの資料です。食肉処理施設の方が申請をして、この認定をＡＭＳ

が認定しています。具体的に何をチェックするのかというと、その食肉処理施設が文書化

されましたマニュアルにのっとって、きちんと対応しているかどうかをチェックするとい

うことでございます。

チェックする項目の主なものとして、組織があげられます。これは誰がどういう責任で

分担をしているのか、どういう権限がその責任者に与えられているか、例えば品質管理の

専門、それから出荷をするときのその責任、それぞれの責任体制がどういうふうになって

いるかということを文書できちっと明確にする必要があります。

それから訓練。こういった責任者あるいは従業員の方がどういう研修を受けているか、



- 6 -

こういった訓練の体系。

それから製造条件。使ってはならないものがきちっと取り除かれるようになっているか

どうか、あるいはそういったものがきちんと受け入れられるようなチェック体制ができて

いるかどうか。それから、製品にした後、きちっとそれが追跡できるようになっているか

どうか、そういったものが製造条件という中できちんと確認できるかどうかということで

ございます。

、 。 、 、それから 製品管理 これは 例えばモニタリングといったようなことでございまして

お客さんの苦情情報にきちっと対応できるようになっているかどうかをチェックすること

でございます。それから、もし不適合なものが出てきた場合に、それをきちっと是正する

ようになっているかどうか、あるいは、そういった予防策がとられるようになっているか

どうかといった項目について、チェックをして、ＡＭＳがこの企業であれば問題ないとい

うふうに判定をするということになっております。

基本的には、ここに書いてありますこういったもの全てについて手順書を作成して管理

をする、あるいはそういった実際の日々の作業体制についても、記録をとって、それを管

理する。以上４つが求められるということでございます。

そういった、それぞれやるべきことについて、きちっと行われているかどうかをＡＭＳ

という農務省の部局が外部監査をする一方で、企業自身による内部監査、これも求められ

ています。

それから今度は、それが我が国に輸出されて輸入されるまでに、その一連の過程におき

ます監視体制についてでございます。ここにあります輸出国における日本向けのいわゆる

認定施設は、ＡＭＳという部局に認定をされた施設です。そこから牛肉が輸出されるに当

たりましては、輸出証明書、これは先ほどいいましたようにＦＳＩＳという別のアメリカ

農務省の部局の検査官が配置をされておりまして、この検査官が輸出証明書を発給するも

のが輸入者に届きます。輸入者は、農林水産省動物検疫所と厚生労働省の検疫所にこの輸

入の届出をします。それぞれのところで書類審査、それから現物検査が行われて、書類審

査では、先ほど言いましたように、アメリカ政府が発給されている輸出証明書の施設名、

品名を確認いたします。

それから、現場でもって貨物の表示が申請書と一致するかどうかを確認し、あるいは実

施に箱をあてＳＲＭ（特定危険部位）が入っていないかどうかこういったことをチェック

します。審査に合格したものは国内に流通しますが、不合格のものは廃棄または、積み戻
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しということになるわけでございます。

そういったチェックの中で、今回１月20日に、成田空港におきまして、41箱の輸入子牛

肉のうち３箱から脊柱を含む牛肉が発見されたのです。

（スライド）

これが現物の写真でございまして、ＳＲＭというのは、牛の脳、脊髄、それから脊柱な

どでが特定危険部位として指定されております。この写真をごらんいただきますと、この

骨のくぼんでいるところ、ここは、脊髄が走っているわけでございますけれども、この脊

髄は取り除かれていましたが、この脊柱が本来は輸入されてはならないものであったので

す。

、 、 、この違反品の発見を踏まえた我が国の対応は 先ほど申しましたように 全て積み戻し

あるいは焼却処分ということでございます。一方、アメリカ政府の方に、原因究明と改善

策についての、適切な報告、これは届いているわけですが、これがあるまでの間、全ての

米国産牛肉の輸入手続きを停止したということでございます。これは下に書いてあります

ように、輸入再開直後に特定危険部位が輸出されたということで、消費者の方々の信頼、

あるいはアメリカのシステム全体に対する懸念に対応した措置でございます。

それから、国内品の対応でございます。１月20日に見つかったわけでございまして、再

開をいたしました12月12日から１月20日までの間、国内に流出した約730トンのアメリカ

産牛肉につきまして念のために脊柱が含まれていないかどうかということを確認しまし

た。10の都県等の26の輸入業者の方に要請をしまして、脊柱が入っているかどうか確認し

いたしました。先ほどご説明いたしましたように、申請書で名称を確認することによって

脊柱が入っていないと思われる例えば横隔膜ですとかタン、それからもも肉とかすね肉、

こういった除外できるものが約155トンございました。

また、それ以外のもので、輸出証明書ではそこまでは確認ができなかったけれども、そ

の箱の表示を見ると脊柱ではないものも検査から外しまして、それ以外の脊柱が入ってい

る可能性があると考えられたものにつきましては、全て、一箱一箱開梱を開けるという作

業をし、現にそういったものが入っているか入っていないか、それを確認したということ

でございます。

（スライド）

12月以降我が国に到着したものの全数量は、1,496トンございました。そのうち先ほど

も申しましたように、厚生労働省などの検査が終わりまして、通関を通して国内に流通し
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たものが730トンありまして、まだ手続きが完了していないということで港に留め置かれ

ているもの、これが約766トンあるということでございます。その730トンのうち先ほど申

、 、 、しました その輸出証明書によりまして 脊柱周辺ではないということが確認されたもの

これは155トンでございます。

それから、調査対象としましたその残り575.1トンのうち、表示等で脊柱周辺以外であ

る、例えばもも肉ですとかすね肉、こういったものであるということが確認をされました

ものが、232トン。それから脊柱周辺の部位だということで、先ほど言いましたように、

箱を開けまして現物を確認したということで、これが249.7トン。それから、その時点に

おきまして開封されていたということで、ロットが確認できないものにつきましては、関

係業者の方に脊柱が混入していたというような情報はないかどうか確認をしていただいた

わけですが、そういった情報はないということになっておりまして、575.1トンの内訳は

こういう形になっているわけでございます。

そういうことで、232トンこれは約４割と249.7トン（43.4％ 、合計 脊柱の混入が） －

認められなかったもの84％、481トンということが確認されているというのが全体的なこ

れまで１月20日までに輸入されたものの調査結果ということでございます。

そういったことを経まして、事実関係の確認を経て米国との協議ということでございま

して、まずは、わが国の、この問題に対応いたします基本的な考え方を整理させていただ

いております。アメリカ政府に対して徹底した原因の究明と十分な再発防止策の検討の報

告を要求する。その上で、今回のような事例が起きることのないよう今後の対応を検討し

ていくということでございますが、科学的な合理性に基づいた判断ということはもちろん

必要なわけですが、今回こういう事件が起きまして、それ以上に消費者の皆さん方の、ア

メリカ産牛肉に対する信頼が失われているという状況でございまして、まずは、信頼を回

復することが必要であるということで、こういう大きく３つの考え方によりまして対応し

ておるということでございます。

次はアメリカから寄せられました報告書についてです。

今回子牛の脊柱がわが国に輸出されたということでございまして、実は、かかわってお

る食肉処理関係施設が２つあるわけです。一つは、ゴールデンヴィール社というと畜場で

ございます。それから、右の方ですが、アトランティック・ヴィールアンド・ラム社とい

うと畜場でと畜された子牛の枝肉を処理する食肉処理施設、この２つが係っているわけで

ございます。それで、それぞれの業務内容、先ほどいいましたように、子牛のと殺をして
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枝肉にして出荷するというのがゴールデンヴィールでございまして、その枝肉を受けて分

割して出荷、あるいは輸出するということはアトランティック社、以上、Ｇ社とかＡ社と

言わせていただくことがあるかと思うのです。Ｇ社はゴールデンヴィールで、Ａ社は、ア

トランティックということでございます。

それぞれに、先ほど説明をいたしましたＡＭＳこれは米国農務省の農業販売促進局が対

日輸出としての認定を行っておりますし、年２回の査察を行うことになっているというこ

とでございます。一方、ゴールデンヴィール社はと畜場でございますので、我が国に輸出

するにあたりましては、20ヶ月齢以下であるということを確立してございますので、生理

学的成熟度による月齢判別ということにつきましても、ＡＭＳがかかわっているというこ

とでございます。

それから、食品安全検査局（ＦＳＩＳ）でございます。これは国内規制の施行、あるい

は施設の衛生管理の監督、あるいは対日輸出マニュアルに基づける作業の検証、検査とい

、 、 、ったことがＧ社 Ａ社ともにＦＳＩＳのかかわり方でございますが Ａ社につきましては

食肉処理をした後に我が国に輸出をするということで、先ほどちょっとご説明しました輸

出証明書を発行するということになりまして、これがＦＳＩＳのＡ社におけるかかわり方

ということになるわけでございます。今回の事案を簡単にまとめますと、Ｇ社、先ほど言

いましたと畜する子牛の食肉加工施設でございますが、ここから脊柱の混入いたしました

子牛肉を、これの出荷をＡ社に対して行った。Ａ社の方で、脊柱を除去しないで最終的に

輸出に回ったというのが一つでございます。

もう一方の問題は、内臓、具体的には胸腺とタンでございますが、このゴールデンヴィ

ール社は、日本向け輸出プログラムの要件を満たしていないということで内臓については

輸出することができなかったわけですけれども、この輸出プログラムに適合しているとい

う申告書を発行して出荷をしました。この内臓を受け取ったＡ社でございますが、納入記

録、輸出プログラムを満たした製品の納入記録には記載をしていなかったわけでございま

すけれども、この記載をしていなかったものについて輸出をしてしまったということでご

ざいます。

そういう意味で、Ｇ社・Ａ社ともに問題があったわけでございますが、一方農務省の食

品安全検査局、このＦＳＩＳの検査官がそういったものについてチェックして輸出証明書

を出すわけでございますが、本来ここでのチェック機能が働くべきところですが、検査官

が日本向け輸出プログラムを十分に理解しないまま輸出証明書に署名をして発給をしたと
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いうことで、こういった経過でもって、脊柱が混入した子牛肉なり本来我が国に輸出する

ことができなかった内臓そのものが輸出をされるというような事態になったわけでござい

ます。

後で出てくるかと思いますが、Ｇ社・Ａ社ともに、日本向けの唯一の子牛を処理する施

設であったということで、ある意味、米国の報告書の中にも今回の事案は特異的なもので

あるという記載があったわけですが、そういった背景としては、この業者ともに唯一の日

本向けの処理施設であったということでございます。

それから、もう少しそれぞれの施設の問題点を整理していきますと、先ほど申しました

ように、Ｇ社のマニュアルでは、日本向け輸出に必要な内臓の分別管理が規定をされてい

ないということで、本来こういった内臓を輸出することができなかったわけです。これは

どういうことかといいますと、それぞれの内臓を製品が本当に20ヶ月齢以下と判定された

枝肉、子牛からの由来する内臓であるかどうかを確認、分別する仕組みがこのＧ社にはな

かったということで、もともと輸出ができなかったわけですけれども、こういったものを

。 、日本向けに適合しているという申告書を出したということでございます その結果として

適合品としてＡ社に出荷をされたということがあったわけでございます。

ここで、私どもの方から見て考えられる問題点としましては、内臓が日本向けに適合し

ていないとうことがＧ社のマニュアルにきちっと記載されていなかったこと。それから責

任者は、その知識を有していたと考えられるわけですけれども、他の従業員にまでそうい

った理解がきちっと浸透していたかどうかこの辺の理解度が不足していたということが考

えられるのではないかということでございます。

それからＡ社、アトランティック社の方でございますが、これは、先ほどＡ社のマニュ

アルそのものには日本向けには脊柱を除去しなければならないということが規定をされて

、 、 、 。いたわけですが それにもかかわらず 実際には 除去はなされていなかったということ

その結果として、日本にその子牛肉が脊柱つきのまま輸出されてしまった。それから、内

臓、これはＡ社の場合Ｂ社から、例えば荷物を受ける際に、納入記録をつけるということ

になっているわけでございまして、納入記録そのものには、これが荷物として、記載をさ

れていなかったわけですけれども、それを日本向けに処理をして、不適当な内臓がその結

果として、日本に向かって、出荷、輸出をされたということになります。考えられる点と

いたしましては、脊柱除去の除去の必要性そのものは規定されていたわけですが、ではそ

れを具体的にどういうふうに除去するのかという手順がＡ社のマニュアルにはっきりと書
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いていなかったということが一つ考えられる問題点であります。

それから、やはり責任者は知識を有していたと認定されておるわけでございますが、そ

れがこの従業員にまできちっと理解が行きわたっていたかどうか、そういった不足があっ

たのではないかということが考えられるということでございます。

、 、 、他方 輸出をする際に 輸出証明書にサインをするということが必要になるわけですが

そのサインをいたしますＦＳＩＳの検査官、この問題でございます。Ａ社を担当していた

検査官は、輸出証明の申請を受けるまでＡ社がプログラム認定を受けたということを知ら

なかった。それから、Ａ社担当の検査官は、日本向けＥＶプログラム自体の熟知をしてい

なかったということが、アメリカの調査で確認されたということでございまして、その結

果といたしまして、適合していない子牛肉なり内臓製品に署名をして、輸出を認めたとい

うことが発生したとこういう事態になるということでございます。

考えられる問題といたしましては、昨年12月にＦＳＩＳの各地域事務所、これは全米に

約15ヶ所程度あるようでございまして、そういった地域事務所を対象に、日本向けの輸出

条件の周知を図るための電話会議が実施されているわけですが、その際、Ａ社がまだ認定

の申請をしていなかったということがありまして、そのＡ社を所管する地域事務所が、こ

の会議に参加をしていなかったということが確認されております。

それから、ＦＳＩＳの検査官が輸出証明行為を行うに当たりまして、その責任を理解す

るための措置が十分にとられていなかったこと。情報はウェブサイト、こういったもので

提供はされていたようでございますけれども、それをきちんと個別の担当官が把握をした

かどういか、そういったところまで十分な措置が講じられていなかったということが考え

られるということでございます。

そういった、私どもから見ました問題点がございましたので、アメリカに照会をいたし

ましたところ、それに対する回答が寄せられたということでございまして、私どもの方か

らは、この大きく６点に分けまして照会をしております。

まず、今回の事案の原因ということで、全般的なことでございますが原因は何だったの

か。ほかの施設で同様の問題はないのかというようなことについて照会をしたわけでござ

います。アメリカ側からの回答は、今回の事案は、先ほどご説明いたしましたように、施

設が審査を受けたマニュアルを守らなかったこと、それからＦＳＩＳの検査官が、これを

見つけられなかったことにより生じたものであるということでございます。

先ほど言いましたように、12月の会議にアトランティック社が認定を当時されていなか
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ったということでその地域を担当する責任者が周知を受けておらず、結果として、その現

場にいる検査官にも周知が行われなかったということで、アメリカ側から特異なケースで

あるというふうに回答があったということでございます。

他の施設では問題ないということについては、これまでの監査や顧客からのフィードバ

ック、こういったものから見て、条件も理解されておって、適格品のみ輸出されていると

確信しているというのがアメリカ側からの回答でございます。

それから、ＡＭＳが認定をする、この施設の認定に当たって特に問題はなかったのかと

いう点が私ども、第２の大きな疑問になるわけでございます。これにつきましては、施設

の責任者は相応の経験を有しておって、監査のプロセスを理解していたこと、それから輸

出マニュアルが輸出条件に適正に対応していたこと、それから責任者が知識を有していた

というふうなことを、書類あるいは現場での監査でもって確認しており、審査に問題はな

かったというのがアメリカ側の回答でございます。そういうことですので、施設が認定審

査を受けてマニュアルに従わないで輸出を処理したということでこの施設を認定から除外

したというのがアメリカ側の回答であります。

それから、第３番目の照会は、なぜ施設の責任者がこの責任を果たさなかったのかとい

うことでございまして、これはアメリカ側からの回答は、施設側がマニュアルを守らなか

ったということは明らかであるということでございまして、不当性の度合いについてＯＩ

Ｇ調査部門が調査をしたというふうに書いてございます。これは、その守らなかったとい

うことが故意に行われたのかどうかということで、アメリカ農務省の中に、ＯＩＧという

監査官組織が位置づけられておりますが、こういったＡＭＳですとかＦＳＩＳといった組

織とは独立した組織として監査をする専門の部局でございます。この部局が、現在、この

施設において行われた行為が故意に行われたものであるかということについて、調査を行

っているという回答が寄せられているということでございます。マニュアルは日本向けの

条件を含んでおって、施設の責任者もきちっとその必要性、脊柱除去ですとか内臓の分別

の必要性を十分認識をしていたということが確認されているということでございます。

それから第２の点は、ＦＳＩＳの検査官がなぜこの不適格品を見逃したのかということ

でございまして、輸出証明の申請を受けるまで認定されたことを知らなかったというよう

なこと。あるいはこの手続きを定める指示が発出され、先ほど申しましたように、農務省

、 、のウェブサイトに条件は掲載されておったわけですけれども 今回の事案が発生するまで

現場の施設に配属をされているＦＳＩＳ検査官に対しまして、その輸出証明の責任を果た
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して理解させるための追加的な措置が行われたか。これは今後の改善措置の一つにつなが

っていくということになるわけでございますが、そういう十分な説明がなされなかったと

いうことでございます。

そういったそれぞれの検査局、あるいは施設、あるいは認定するＡＭＳなどの問題点を

踏まえて改善措置ということを提案しているわけですが、その改善措置が十分かどうかと

いう観点でいろいろ質問しておりまして、まず、ＡＭＳに関する改善措置について、アメ

リカ側からは、マニュアルには具体的な製品を明示することとし、また、認定施設につい

て再調査を実施するということが提案されておるわけでございます。先ほど言いましたよ

うに、内臓ですとかそういった輸出できないものが輸出されたということで、逆に輸出で

きる具体的な製品をリスト化しようということです。そのリストについては、アメリカ農

務省のいわゆる省内ウェブに掲示するということと、ＦＳＩＳ、検査する側にも提供をす

るということが、ＡＭＳ側の改善措置ということであります。輸入国向けに適格であると

いう証明書を発行するということで、これまでは、ＦＳＩＳの検査官が証明書を発行して

おったわけでございますが、その前段として、ＡＭＳ自身も適格品であるということを証

明をするということを言っているわけです。

また、輸出が仮に再開になったというときには、ＡＭＳがその施設等に対しまして抜き

打ち審査を実施するとうことを言っております。

それからＦＳＩＳ、今度は検査する部局側の改善措置でございます。ＦＳＩＳの検査官

の役割の明確化等、輸出証明関連のＦＳＩＳ指令、これを改正するということでございま

して、具体的に申しますと、疑わしい品目を確認した場合に、現場の監査官それからその

上司へと、どういう形で確認をしていくかといったようなことなどを、きちっと明確化を

するというような改正を行ったということでございます。

それから、先ほどＡＭＳのところで出てまいりました輸出認定施設は、具体的に輸出で

きる製品のリスト化をするということで、そのリストをＦＳＩＳの検査官に提供するとい

。 、 、うことでございます それから先ほど言いましたように 検査官の知識が不足をしていた

あるいは十分承知をしていなかったというような事態があったわけでございまして、そう

いったことを受けまして、検査官に対する研修を行う、それに加えてその試験に合格する

ことを義務づけをするということでございます。また、ＦＳＩＳといたしましても、その

食肉処理施設なりその担当の検査官に対して、抜き打ちの審査をするというようなことを

考えているというところでございます。
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、 、 、それから ＡＭＳとＦＳＩＳの連携ということで まずはＡＭＳが認定していたことを

ＦＳＩＳ側の検査官が知らなかったということが一つの要因と考えられましたので、ＡＭ

Ｓ側は認定を新たにする場合、あるいは取り消す場合、その都度ＦＳＩＳに通知をすると

いうことでございます。その通知を受けまして、そのところに配置されているＦＳＩＳの

検査官が研修を受ける。その研修が終了したところで施設を初めて認定するというふうに

改善をするというということでございます。

それから、３番目は先ほど説明した輸出の話でございます。それからＡＭＳ側でも適格

であるというのを証明するということで、これも先ほど説明したことと同じでございまし

て、その証明を受けた時点でＦＳＩＳ側が証明書を発給するということでございます。

そういう米国側からの報告書、それからその報告書に対します、我が方からの照会、そ

れから照会に対するアメリカ側からの回答。こういったものを経まして、日米の専門家会

合を開催したということでございまして、３月28日と29日と２日間にわたりまして、会議

がもたれたということです。

アメリカ側からは、ランバート農務省（ＵＳＤＡ）のマーケティング規制担当次官代行

他がまいりまして、私どもの方からは、外務省、厚生労働省、農林水産省の担当者が参加

をしたということでございます。

私ども、この会議に臨むに当たりまして、まず冒頭、米国に伝えたという内容としまし

ては、今回の事案は、本来あってはならない特定危険部位である脊柱が我が国で検出され

たということが、まことに遺憾であるということ。それから、国民の食の安全・安心を大

前提としていまして、決定した今回の事案に関する原因究明とそれを踏まえた再発防止策

を求めるということ。それから、この事案によって、我が国の国民の間に生じた疑問点と

いうのは、問題のあった民間施設ばかりではなくて、先ほど言いましたように、米国農務

省のチェック機能にまで及ぶ重大なものだということを強く申し述べたということでござ

います。

輸入再開手続きの今後はまだ何も決まっているわけではございません。今日のこのリス

クコミュニケーションも、これまでアメリカからの報告書について照会し、それに対する

回答があって協議が行われた、専門家の会議が行われたというこれまでの経過について皆

様方にご説明し、いろいろご意見を伺うというのが趣旨でございます。仮に、輸入手続き

のを再開するということになった場合でも、再開にいたるには、こういった日米間で合意

されたシステムに信頼性を失っているわけでございまして、その信頼性への疑問の払拭が
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不可欠であるといった私どもの基本的な考え方を伝えたということでございます。

アメリカ側からは、ＡＭＳ、それから、施設、ＦＳＩＳ、再発防止のための改善措置。

こういったものについていろいろ説明がありまして、緊密な意見交換を行ったということ

が具体的な内容でございます。いろいろやり取りをした結果、ここに書いてありますよう

な点で一定の共通認識をアメリカとの間で得ることができたということでございます。

まずＧ社、それからＡ社の２つの施設で今回の事案が起きた経緯ということでございま

して、これは①に書いてあります。先ほどご覧いただいて説明していることでございます

けれども、今回この問題を起こした２つの施設が認定されたマニュアルに従わなかったこ

と。それから、そういった問題はＦＳＩＳの検査官も発見をできなかったということで、

その結果、発生したものであるということでございます。それから、ＡＭＳによる認定さ

れた対日輸出施設のマニュアルに改善すべき点があったということでございます。

これは先ほど申しましたように、当初、アメリカ側は、ＡＭＳの認定そのものには問題

がなかったんだというような立場で報告書も作成をしております。そういう形で臨んでき

、 、 、たわけでございますが いろいろ議論をした結果 問題となった施設の認定につきまして

当時の判断としては、その手続きに従って認定が行われたものであるわけでございますけ

れども、今からいろいろ振り返って考えてみると、例えば、先ほどもＱＳＡマニュアルが

より具体的あるいは、現実的なものであったとすれば、今回の事案を防ぐことができた可

能性は高まっていたということが考えられるということです。先ほども、例えば、Ａ社の

側、食肉処理施設側のマニュアルの中に脊柱を除くということが必要とされておったわけ

ですけれども、具体的に除去する手順まできちっと書かれていれば、こういった問題が起

こる可能性を防げる可能性は高かったのではないかといったようなことで、やはりＡＭＳ

のチェックする部分にも改善すべき点があったということになりました。日米いろいろ議

論をした結果、そういう共通の認識を得ることができたということでございます。

２日間の会合をしまして、日本側は、これまでの経緯、先ほどもとから説明をしました

ような経緯につきまして皆様方に説明をした次第でございます。

米国側におきましては、今後日本側が提示をするいわゆるチェックリストといっており

ますが、そういったものも含めまして、調査項目もきちんといたしまして、ほかの対日施

設に対しまして、再調査をする。これらの結果を踏まえて、現時点でいろいろマスコミの

報道等で出されておりますように、いついつ輸入再開をするという、そういう時期がもち

ろん決まっているわけではございません。皆様方からいろいろなご意見をこの説明会を通
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じてお聞きをする中で、どういうご意見があるかその辺を踏まえながら、我々としてはこ

れからの対応を検討していきたいということでございます。アメリカも、これから対日輸

出の施設の再調査を実施するといったようなこと、こういった結果を踏まえて今後の対応

を考えていくということでございます。

「おわりに」という部分で私どもの時間があと２、３分しかないわけですが、スライド

には書いてございませんが、１点補足的にご説明をさせていただきたいということでござ

います。これも報道で出ておりますが、いわゆるアメリカ側から香港に輸出された牛肉の

中に骨が見つかったということが、実は２件ほど確認をされております。まず、香港と日

本では条件が違っておるということがございます。香港では月齢は30ヵ月齢以下でござい

ますが、骨は含まれてはならないというのが香港向け輸出条件でございます。我が国の方

は、これに対し、先ほど言いましたように、20ヶ月齢以下であるということでそれがＳＲ

Ｍはない、それで輸出は可能であるということでございます。そういうふうに各国とも条

件がそれぞれ違っているわけでございまして、そういう中で３月11日と、４月７日になっ

ているでしょうか、スウィフト社とカーギル社という施設から香港に輸出された牛肉に、

その香港とアメリカの輸出条件には定められていない骨が混入していたということで、香

港政府はその工場からの輸入を停止しているというのが現状でございます。

これにつきましては、特にスウィフト社、３月の一番最初の方に見つかったものは、我

が国が12月に査察を行いました11施設の内の１施設に入っておりますが、私ども、12月の

調査ではそういった問題は確認をしておりません。ただ、先ほどご説明しましたように、

すでに国内に流通しているものについても、検査をするなりして、異常がないなんてこと

を確認をしているというところでございます。こういった香港の需要につきましては、私

ども米国政府、それから、香港両国に対しまして、情報提供を求めているということでご

ざいまして、その事実関係をきちんと確認をした上で、対応についてさらに見きわめたい

というふうに考えておるところでございます。

最後でございますが、私どもの方、両省のホームページにその情報公開させていただい

ている資料を載せております。また、皆様方からのご意見がありますれば、アドレスの方

に電子メールでお送りいただくなり、あるいは郵送でも結構でございます。今回の件に関

しまして、ご意見ご質問というものがあれば、出していただきたいと思っております。

以上でございます。ありがとうございました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。
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ではここで、10分程度の休憩をいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官

まず皆様方からごらんになって、右からでございます。内閣府の食品安全委員会事務局

の西郷リスクコミュニケーション官でございます。

続きまして、厚生労働省の医薬食品局食品安全部の監視安全課の蟹江専門官でございま

す。

先ほどご説明申し上げました農林水産省消費・安全局動物衛生課国際対策室の川島室長

です。

○引地消費者情報官 意見交換会の方法でございますが、まずご発言される方は挙手をお

願いいたします。係の者がマイクをお持ちしますので、ご発言に先立ちまして、差し支え

なければお名前と所属を言っていただければと思います。

できるだけ多くの方にご発言をいただきたいと思いますので、１回のご発言は、２分以

内でお願いします。１分30秒程度経過しましたら、一度、鐘を鳴らさせていただきます。

それで、２分たちますと２回鳴らしますので、大変恐縮でございますが、次の方にマイク

をお譲りいただくようお願いいたします。よろしくお願いいたします。

行政の方からの発言等につきましては、言葉足らずでもいけませんので時間は区切りま

せんけれども、なるべく手短に簡潔にお話しをいただけるようにお願いいたします。

、 。 。それでは 意見交換会を行わ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

○引地消費者情報官 では、まず一番前の方と、右の方。

○弦巻 新潟に住む、弦巻と申します。お伺いしたいことは３点ございます。

一つは、成田で見つかった背骨つきの肉は、55キログラムで、３箱のロット番号は全部

違っております。ところが、アメリカの報告書ですと、肉の重さは45キロで、10キログラ

ム少なくなります。またロット番号は、１つは異なり、あと２つは同じ部位ですので同じ

番号になります。つまり今回のアメリカの報告書は、成田で実際に日本が検疫で発見した

事実を説明してありません。何が起きたかわかっていないのに、改善なのか。それに対し

て、牛肉の対策は何なのか。何でこういうことが言えるのか、まずそれをはっきりさせて

ほしい。まず何があったということをちゃんと解明してほしい。

もう一つは、アメリカ側の報告ですと、胸腺肉とタンが不適合であったというふうに報
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告されております。この不適合だという意味はよくわからないのですが、ＡＭＳの担当者

の発言ですと、両方とも許可を得ていなかったというふうに書いてあります。そうなりま

すと、許可を得ていない施設から、輸出されたこの２つの肉をなぜ日本側が、成田で摘発

できなかったのか。日本側の検査体制に穴があったのか。何で穴があったのか。例えば、

ＡＭＳとかのウェブサイトを見ますと、カナダやメキシコの輸出施設に対しては、例えば

特定の施設は、だめであるというふうな情報が出ております。

三点目は、７月12日に、ＡＭＳの方からあった面接、つまりアメリカ政府は子牛専用の

施設は輸出規制から外すという内容のメールが来ております。このメールの内容をきちん

と確認していただきたいと思います。つまりこの会社、アトランティック社は去年の５月

に、日本に向けている輸出の申請をしておりますが、そのほかも含めてきちんと解明して

いただきたいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは、お二方ずつ、お話していただきたいと思います。右方の男性の方。今マイク

をお持ちの方、お願いします。

○発言者１ 前回も言ったんですけれども、アメリカ・カナダの牛肉の安全の根拠という

のが曖昧で、食べられるのを前提で検査というのは不安ですから、もともとの安全な牛で

なければ、どうしても人間によるところに、ミスが出てくるのではないか。したがって、

アメリカの牛の全頭検査をきちっとやり、そして、どういう環境にいるか、アメリカでは

まだ肉骨粉も使用されているわけですので、同じ日本への牛がどういう環境でどういうエ

サで育ってきたかというのをきちっと把握されなければ本当の安全というのは確保できな

いのではないかなというふうに思っているんです。

食品安全委員会の委員の選任の問題だとかですね、あるいは、マスメディアの報道11月

に来日したブッシュアメリカ大統領への手土産として、輸入再開した。

また、今回も、６月に日米首脳会談が開かれ、その小泉総理のために一生懸命アメリカ

の牛肉の輸入に向けて日本政府は努力しているのでございます。したがって、国民の日本

の農林水産省の信頼を取り戻すためにも、アメリカの牛肉輸入再開については慎重に扱っ

てもらいたい。

○引地消費者情報官 今、お二方から、ご意見、ご質問をいただきました。最初の方、３

点ほどご質問がございました。では、川島室長。

。 、 、 、○川島室長 先ほどの質問 最初の方の３点について まず 重量の問題でございますが
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55キロというのと、それから、ポンドから換算して45キロになるということでして、私ど

もも実は、もう一度確認をしたいと思いますが、アメリカからのポンドと、換算をします

と44.7キロ、45キロぐらいになるんでございまして、場合によっては、私どもの方も、換

算のところで何か手違いがあったかもしれませんので、もう一度確認をしたいと思ってお

ります。

それから、いわゆる、タンと胸腺が日本側でチェックをできたのかできなかったのかど

うかということでございます。これは、先ほど申しましたように、アメリカ側からの検査

官のチェックでもって輸出証明書は発給されているということになれば、それは輸入検査

においてこれをストップすることは、困難な場合があるというふうに考えておられます。

これにつきましては先ほどスライドの中でご説明を申し上げましたけれども、今は輸出し

てはならないものが書いてあるわけですけれども、アメリカ側で輸出適格品をポジティブ

リストにすると、逆に、輸出可能なものもリスト化をするということでございますので、

そういったアメリカ側の改善対応措置を踏まえながら当方の対応についてもきちんとして

いきたい、チェックをしていきたいというふうに思っております。

それから、子牛肉がこのプログラムの対象内であったかどうかということでございまし

て、これは、私どもの照会の中にも、この私どものいわゆるプログラム、それは20ヶ月齢

以下というのは、当初の私どもの申し上げていることでございまして、子牛肉が対象外で

あるということは私ども認識しておりません。この点につきましては、アメリカの報告書

においてそういう資料がございましたので、それについては、事実誤認だということで、

アメリカに申し出ておりまして、アメリカ側もそのとおりである、日本側の見解どおりで

あるといったような回答をいただいておるところでございます。それから、肉骨粉の規制

につきましてご意見がございました。肉骨粉については、確かに日本、アメリカそれぞれ

対策が違いまして、アメリカは、牛のものを牛に与えてはならない。けれども、牛のもの

は例えば豚とか、そういったものには与えることは可能ということです。これは、アメリ

カの牛からＢＳＥを清浄化していく手法ということから考えますと、いわゆるエサをつく

る段階の交差汚染の可能性が排除できないということで、従前からアメリカにこの改善を

申しておりますし、現在も申し入れているところでございます。ただ一方、そういったア

メリカの飼料規制があるということを、食品安全委員会の方に情報提供した上で、昨年12

月に食品安全委員会のご答申をいただいたという事実関係については、食品安全委員会で

ご審議をいただいているということでございます。いずれにしても。引き続きこの点につ
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いては、きちっとアメリカに伝えたいというふうに考えておるところでございます。

それから、いろいろな報道政治的になるんじゃないかということが出ております。これ

、 、 、 、は 先ほど申しましたように 今回 こういうリスクコミュニケーションを開催したのは

まずは、皆様方からいろいろなご意見を伺った上でそのご意見を踏まえた上で、我が国の

対応を考えていくということで、現時点において、そういったことがまったく政治的に決

着するというようなことではないというふうに考えております。どうぞその点については

ご理解をいただきたいと思います。

あとちょっと、厚生労働省の方から、付け加えることがございます。

○蟹江専門官 先ほど、米国側に全頭検査を行った牛肉のみ輸入すべきというような趣旨

のご意見がございました。私どもの考え方を少しご説明いたしますと、昨年の11月に輸入

再開をしたわけでございますが、その再開につきましては、15年12月に米国におきまして

ＢＳＥ感染牛が確認され、約１年半にわたりまして、日米協議と、事務的な実質的な協議

を含めて協議をしていました。その結果、食品安全委員会に20ヶ月齢以下、あるいは、全

頭ＳＲＭの除去ですね、そういった条件をもとに諮問をし、食品安全委員会におきまして

は、プリオン専門調査会では10回の審議をしていただいています。そういった結果を踏ま

えて決定したものでございます。その食品安全委員会での議論の中では、細かい資料等の

供給がございまして、米国の姿勢あるいは、実体、その中には、米国におきますＢＳＥ検

査もあったし、それから、と畜場での体制、そういった細かい情報も含めて調査をしてい

ただき、その結果、輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国産牛肉等と国内産

牛肉等のリスクの差は小さい、そういう結論が得られ、これをもとに判断をしたわけでご

ざいます。

また、答申書、食品安全委員会の公表ですね、この中には、日本向け輸出プログラムの

対象となる20ヶ月齢以下の若齢牛ではＢＳＥ検査によりＢＳＥ感染牛の確認される可能性

は非常に低いと考えられるという記載がございまして、私どもといたしましては、20ヶ月

齢以下の牛のＢＳＥ検査は必要ないというふうに考えております。

○引地消費者情報官 食品安全委員会の件について少しお話があります。

○西郷リスクコミュニケーション官 食品安全委員会でございます。ただいま、会場の方

から、６人の委員の政治的な発言などがと、多分これ食品安全委員会プリオン専門調査会

の委員の改選にあたることをおっしゃっているんじゃないかと思いますので、若干説明を

。 、 、申し上げようと思います きょう配布している中に 番号は振っていないのですけれども
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右上に「参考」とある４ページの紙をお出しいただけるでしょうか。

食品安全委員会の議論の概要と書いてあります 「プリオン専門調査会専門委員改選に。

まつわる報道ぶりについて」です。よろしいでしょうか。

これは、もう先々週になりますけれども、４月６日木曜日、食品安全委員会は、いつも

木曜日２時からが開かれておりますけれども、４月３日くらいからテレビ・新聞、それに

週刊誌なんかでも最近は報道されております。それについて、４月６日の委員会での話題

となったところにつきまして、抜粋してきたものです。下に経緯とございますけれども、

食品安全委員会は、３年前の７月に設置されまして、現在16の専門調査会が設置されてお

ります。その中で、プリオン専門調査会というのは、７月の委員会の設置後２ヶ月ぐらい

で一番先にできた専門調査会でございます。そのうちいろんな専門調査会が設置されてお

ります。

それで17年10月１日専門委員の一斉の改選、10月１日とありますけれども、これは、ど

ういうことかと申しますと、次めくっていただきますと 「農薬専門調査会及び、プリオ、

ン専門調査会専門委員の任免について」というのがありますが、実は、食品安全委員会の

委員につきましては法律で任期は３年と定められていますが、専門委員については決まっ

ておりません。最初の発令のときに、いついつまでと任期がついておりませんでした。そ

の後、内閣府全体の方針で、これは食品安全委員会だけじゃなくて、いろんな審議会もあ

るのですけれども。専門委員の先生方については、２年程度の任期をつけて任命するよう

にということになりました。それで、食品安全委員会も設置後２年ぐらいたってまいりま

したものですから、事務的にそういった内閣府全体の方針に従うということで全ての専門

委員につきまして任期をつけた改選というのを進めました。それで、書いてございますけ

れども、農薬とプリオン以外の専門委員の方々につきましては、昨年の10月に、ですから

９月30日に一旦辞任をしていただいて、10月１日に再任というか改選をしたわけでござい

ます。そのときに、プリオンは、アメリカ・カナダ産牛肉のリスク評価真っ最中だったも

のですから、ちょっとその10月にやるのは難しいかなと言う状況でした。その後、プリオ

ンにつきましては12月に評価が終わったものですから、農薬の専門調査会と一緒に区切れ

がいいということで４月１日に改選を行ったということでございます。ですので、本当は

10月１日に全部やる予定だったのが、プリオン専門調査会につきましては、４月に延びた

ということでございまして、やはりこの時期に、無理やり何か、政治的に何かあったとい

うわけではありません。
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それで、そのときに考慮すべき事項というのは、２．の（３）というのに書いてござい

ますけれども、これは、府省出身者、役人がついてはいけないとか、70歳以上のものは、

選任しないとか、女性を増やすとか、委員の選任につきましては、政府全体の方針として

きまっているものでございます。それから、下の方に書いてあるのですが、評価と管理に

またがって同じ先生がやっているとよろしくないのではないかということです。ただ、プ

リオンの分野では、専門家が少なくてなかなか難くて、一部の先生方には、評価側、管理

側でもお願いしましょうというようなことになっているわけでございます。

そこで、実際のところ申しますと、プリオン専門調査会は12人いらっしゃいました。そ

れで、基準にあわせますと、一人70歳以上の方がいらっしゃいまして、その方は、再任が

難しいということでお願いしてございません。それからもう一人、１年ぐらいプリオン専

門調査会の議事の進め方に疑問を持っていらして辞任をしたいとおっしゃっていらした方

がいて、その方もずっと欠席だったものですから、再任のお願いはしなかったものです。

残りの10人の方につきましては、内々に再任をお願いしましたところでございますけれど

も、残念ながら４人の方がいろいろなご事情から再任がいただけなかったということでご

ざいます。

一応最後のページにいろいろと書いてございますけれども、最近の報道でも出ておりま

すけれども、基本的には、個人的なご事情で再任されなかった。それで、結果的に12人中

６名が再任されなかったということになりますが、新たに入られた方々も、その分野では

、 。 、もちろん専門家でございますので 申し分ない方々でないかと思っております それから

最初のページにいろいろ記載がございますけれども、要するに、６人の慎重派がやめて６

人の推進派が残ったとかそういう取り方は、単純に過ぎて心外だというふうに先生方は思

っているということだと思います。

それからプリオン専門調査会は、これはこの調査会だけではありませんけれども、議事

は全て公開になってございますので、どのような議論が行われたとか、およそ全ての流れ

が公開されてございますので、そこを見ていただければというふうに思っております。で

すので、いろいろご心配いただいていると思いますけれども、今後とも、議論を見ていた

だければと思っております。以上です。

○引地消費者情報官 はい、それでは、右の今立たれている方。それから、こちらの女性

の方、お願いいたします。

○発言者２ 質問をお願いしたいのですが、と畜施設のゴールデンヴィール社と、それか
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ら食肉処理施設のアトランティック・ヴィール・アンド・ラム社それぞれの、輸出国は、

何カ国ぐらいあるのか、取り扱っている国が何カ国ぐらいあるのかということと、どのよ

うな国なのかそれぞれ教えていただきたいのですが。

○引地消費者情報官 それから、２番目の方。

○永澤 永澤と申します。

まず、初めに、このリスクコミュニケーションでしたか、これは何のためにあるのかな

と、きょうで３回参加していますけれども。ここで意見を述べたり、質問したりそういう

その中身の大勢は輸入を急いでくれるな、慎重に取り扱ってほしいという意見だったよう

に、事業者の方でさえも、消費者が怖がっている間は、不安を取り除いてから輸入してく

ださいというようなご意見だったと思います。

ところが、２回目の前回のコミュニケーションの場で 「ＢＳＥリスクの科学的同等性、

を評価するのは困難」という方針が出たにもかかわらず、科学的な同等性が得られない場

合は、別の判断方法があるんですという、今そのことはちょっと忘れましたけれども、そ

の判断で、例えば、輸入することはできるのだと、おっしゃった方はきょうは残念ながら

も欠席なんですね。同じ方がここにいらっしゃっていただければ、責任を、もし異動であ

れば仕方ございませんけれども、前回と同じ方がここにいらっしゃって、問題が起こった

ことについての説明をしていただくという体制をとっていただければ、私たちは、少なく

とも不信を抱かずに済んだので、そこが非常に残念です。そういうふうにして、私たちに

責任を持って、同じ顔で、説明をしながらも、それが困難だというのであれば、それなり

の苦渋で私たちに説明をしていただくことが、国民の食の安全を守っているんですよとい

う表れになるのに非常に残念です。

、 。○引地消費者情報官 Ａ社とＧ社の輸出国のご質問ですが データはありますでしょうか

○川島室長 データをチェックできるか確認しております。

二人目の方の、今回のリスクコミュニケーションは何が目的なのかということでござい

ます。先ほど、私説明させていただいたとおりでございまして、今回の脊柱混入事案に関

、 、 、して 米国政府に報告書を求めていたということで 今回の発生した原因に対する報告書

それに対する私どもの疑問、それに対する回答、そういったことについて、まずは消費者

の皆様方にご説明をいたしまして、皆様方からご意見をちょうだいするというのが今回の

この趣旨でございまして、輸入再開がいつと、そういうことが決まっているわけではまっ

たくございません。皆様方からご意見を賜る、あるいは今回の事案について私どもがご説
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明させていただいて、ご了解を賜るというふうな趣旨でございます。それから、ご説明し

ていった経過・経緯こういったものは、担当者がかわっても基本的には私どもご説明する

立場はかわってございませんので、担当者が変わらなければまたよろしいのかと思います

けれども、人によっては事情もございますのでそこはご了承いただいて、ただ、私ども、

ご説明をさせていただいている立場、こういったものは一環しているというふうに理解を

しておりますので、ご理解をいただければ大変ありがたいと思います。

○蟹江専門官 先ほどご質問いただきました、ゴールデンヴィール社とアトランティック

社の輸出国先といいますか、実際に、米国農務省の方のＡＭＳ農業販売促進局－ここが、

各国向けプログラムの認定の業務を行っているところでございますが、私の、今手元に持

っているデータが、７月上旬の輸出先の施設ごとのリストを持っておるんですが、ざっと

見るとこの認定施設の一覧にゴールデン社、アトランティック社ともに掲載されておりま

せんので、掲載されていないということは、恐らく輸出業務を現状ではなされていないの

ではないかと推察されます。

○引地消費者情報官 輸出されていないのですか。

○蟹江専門官 現状で、プログラムをつくって米国農務省が認定をして輸出するそのリス

トですね。これが、ホームページ上に掲載されておるんですが、そのリストには、掲載さ

れてございません。今、前の方がご指摘なされました、子牛肉について輸出プログラムを

持たないということなのか。それは、我々も細かい部分までは把握しておりませんので、

現状、プログラムが必要ないということになっていた場合に、実際どこの国に輸出されて

いるかというのは、そこまではちょっと把握をしておりません。

○引地消費者情報官 はい。では一番後ろの白い服を着ている女性の方と、それから前の

女性の方をお願いします。男性の方ちょっとお待ちください。

○小林 今日は。新潟うまれの小林です。旧姓山田です。

ファーストクエスチョン、輸入牛の品種の特定ができますでしょうか。テレビジョンで

放送された、米国牛はさまざまな牛が放映されましたけれども、そういう牛なのか。それ

とも12ページに載っているような牛なのか、それとも富山県の牛肉意見会が２月にありま

したけれども、その案内に載っているような牛なのか。輸入されている米国牛はどのよう

な牛か、教えてください。

セカンドクエスチョン、牛脂やゴオウなど牛に関する日本の食品、薬剤があります。そ

れらは米国牛に関連しているのかどうなのかというのはちょっと定かではありませんけれ
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ども、その食品、薬剤に対しての、悪い報告、安全でない報告事例がありましたら教えて

ください。

あと、その記載の一定の法則があるか否か。これが、ぱっと見てアメリカの牛に関連し

ているのか、日本の牛に関しての記載なのか。牛を使用しているのかというのは、一般消

費者はわかりません。ただ、記載がなければ、国産品だろうと認識しています。この質問

、 、 。は ３月31日で終了しました 平成17年度食料品消費モニター時に対し報告したものです

サードクエスチョン、６ページにあります包材、こちらの包材ですけれども、本日はフ

リーザーバッグとして、厚みが70ミクロンのものをご用意しました。置いていきます。こ

の使用包材は何か特別なものであるか。この包材がどういったものであるか紹介してくだ

さい。

フォースクエスチョン、輸入による品質の品質を知りたいです。海外の食肉の輸入日数

を教えてください。昨年、九州大学の先生がお越しになった時 「野菜の輸入は早くても、

１週間はかかる」というふうに聞きました。食肉に関しては、どれぐらいの日数を経て日

本に来るのか教えてください。これで無事終了です。ありがとうございました。

○引地消費者情報官 ありがとうございます。はい、こちらの女性の方のお話お願いしま

す。

○発言者３ 先ほど、本文で、３月と４月に骨付き肉が見つかったということについて。

ちょっと聞きそびれたんですけれども、スウィフト社と、カーギル社だと思うんですけれ

ども、スウィフト社に関しては、我が国の査察先の一つで現地調査したということで、先

、 。 、ほどお聞きしたんですが そのときは異常はなかったというところなんですね けれども

今回骨が見つかった。カーギル社に関しては、日本向け輸出の指定だったか、そこを確認

したいと思います。我が国が調査をしたにもかかわらず骨が見つかっているということに

なります。アメリカから調査内容が来ましたけれども、どうも現場のマニュアルをトップ

の方は認識していたということになっているかもしれないけれども、現場のところがきち

んとマニュアルを確認できていないのではないかと思います。きちんと脊椎をきれいに取

り除いているのでしょうか。これまでの行動を見ますと、チェーンソーで切って、飛び散

、 。 。っているとか 不適切だというところが放映されました そこら辺はどうなんでしょうか

それから、今後もこういうことが起きるのではないかということが心配です。

あと、もう一点の心配は、アメリカ国内の状況です。日本だけが安全でもアメリカでＢ

ＳＥが発生する限り、その肉を食べている限り、vＣＪＤが発生する可能性というのは高
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。 、 、いわけですよね そうすると その人たちが日本・アメリカの間を行ったりきたりすれば

輸血、献血する可能性があります。イギリス滞在で一人vＣＪＤになった人がいて、それ

で献血がものすごい落ちこんだんですね。ということがまた起きたら大変なのでこれは、

日本だけではなくて、アメリカでのきちんとしたリスク調査というのをやっていただきた

いと、これは希望ですけれども。お願いします。

○引地消費者情報官 最初の方から４点を事実関係等含めたご質問がございました。それ

から、香港の問題というような話がでたわけですが。

○川島室長 まず、私の方からご説明をさせていただきます。

まず、アメリカの品種のご質問だったかと思います。アメリカは、ごらんのとおり、い

ろいろ肉用牛の品種、アンガスですとかいろいろありますし、そういった特定の品種の交

雑種といったようなものもございまして、私どもの方に向かって、実施されているものの

品種の割合というのは、すみません、私は、今、正直なところ数字を持っていません。た

だ、ご理解いただきたいと思っているのは、そもそもアメリカでは我が国と仕様形態が違

いまして、一般的には約８割ぐらいだったと思いますが、肉用牛は、交雑種というふうに

されております。

、 、「 」 、先ほど ある程度説明したところでございますが Ａ40 という肉質の成熟度の判定

これは骨の骨化とかそういったものをチェックしてやるわけでございますが、それが、き

、 、ちっと月齢に対応しているのかどうかということにつきましては 一昨年の日米の専門家

これは私どもの方から統計学の専門家の方、あるいは、家畜の解剖の専門家の方、こうい

った方々に委員として入っていただきまして、アメリカが三千数百頭だったかと記憶をし

ておりますけれども、実際に、月齢が確認されていうものについて、その成熟度の鑑定を

した調査をおこなっておりまして、その調査を行った結果いわゆる「Ａ40」以下というふ

、 、 、うに判定されたものについては 99％の信頼見解で 1.92％の誤差－間違いということで

信頼性としては十分である。それから、追加をあと、アメリカが400頭ぐらいやったデー

タを付け加えて考慮しますと、99％信頼見解で、0.9何％というような数値であったかと

思います。そういったものについて、これも食品安全委員会の方に情報として提供させて

いただいて、ご議論いただいた結果、日米の牛肉にリスクの差はないということを答申い

ただいたということでございます。

それから、輸入日数のご質問でございますが、一般的には船で参りますので、西海岸か

ら日本に向かって輸出をされると２週間前後かかるかと思います。あるいは、12月の再開
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当初は、航空便で輸出をされたというようなことがありまして、これは２日くらい。こう

いったもので、我が国で輸入しているのでございます。

いわゆる品質保持期限というのでしょうか、こういったものは、実は肉は凍らせたもの

と、冷蔵したものと２種類ございまして、我が国では冷蔵したもの、チルドというふうに

言っておりますが、これは約60日間が期限でございます。それから、フローズン 凍ら－

せたものですね、これは２年ぐらいであったかというふうに記憶をしておりますが、これ

は国産のものも、基本的にはそういう扱いで業界の方々がそういう取り組みをされている

というふうに理解をしております。

それから、香港の事例でございまして、スウィフト社とかカーギル社でございます。ス

ウィフト社は、先ほどご質問の方ございましたように、我が国が調査をした12月に行った

ものに入っておりまして、対日輸出施設でございます。それから、カーギル社は、対日輸

出施設としては認定されておりますが、私どもの12月の調査の対象施設にはなっておりま

せん。

いずれにしましても、先ほどご説明いたしましたように、アメリカと日本に向けて輸出

する際の条件が違いまして、アメリカからの情報によりますと、これは、香港でスウィフ

ト社の方ですけれども、脊柱のといった骨ではございませんで、一部脊柱から横に飛び出

ている骨の破片というふうに聞いておるわけでございます。脊柱は、専門的な話で恐縮で

ございますが、脊柱そのものがＳＲＭと定義づけはされておりますが、なぜ、そういう定

義づけをされているかと申しますと、脊柱の中に、先ほど申し上げました脊髄という神経

、 、ですね 脳からずっと神経が末端まで渡っておしりの方まで走っているわけですけれども

その脊髄から脊柱の穴を通りまして神経が出なおされまして末端に移動し、私どもの手で

すとか足ですとかそういったところに、神経線維が伸びておりまして、その脊柱の骨から

体に出て行く直前のところで、実は神経節といいまして、少し膨らみ、神経線維が少し膨

、 、らんだところがございまして ここにも異常プリオンが蓄積する恐れがあるということで

その神経線維を物理的に取り除くことができないということで、脊柱全体を実は危険部位

と指定しておるわけでございます。

私どもそういう意味で、脊柱は危険部位と考えて分類をしておりまして、その腰の方の

骨を横の方にちょっと飛び出ている骨でございまして、これは私どもの脊柱、ＳＲＭとし

て輸出されてはならない部位のところではございません。いずれにしても、その後、解禁

、 、されても同じように骨が見つかっているということでございますので 引き続き私どもも
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情報は求めてまいりたいと思っております。

それから現場の従業員が、まさにご指摘のとおりでございまして、私ども先ほど申し上

げましたように、責任者は仮に知識はあったとしても、現場で作業をしている従業員の方

々が、きちんとその内容を理解しているかどうか、そういったことについて、かなり日米

の、28、29日の協議でも指摘をいたしまして、やはり先程マニュアルがより具体的であっ

たらということでございます。それと同じように、この従業員の理解度、こういったこと

についてもきちんとチェックされるべきではないのということを伝えているというところ

になります。

○蟹江専門官 最初の方のご質問の中で、加工品やの牛脂というふうにご質問いただいた

んだと思いますが、例えばアメリカから、輸入されてきます牛脂、加工品ですけれども、

まず私どもの対応といたしましては、基本的に、カナダとアメリカの牛肉あるいは内臓、

これは、個別に食品安全委員会の方で評価をしていただいて、対応しておるんですが、ヨ

ーロッパなどのＢＳＥ発生国からの輸入は認めておりません。アメリカとカナダにつきま

しても牛肉とか内臓そのもの以外の、例えば先ほどお話がありました牛脂ですとかそうい

った加工品につきましては、引き続きそれぞれの国で、ＢＳＥが発生して以降輸入を認め

ておりません。

それから、包材について、ご質問がございました。６ページの写真の肉の周りの包材が

何かというご質問だと思いますが、ちょっと今データを持っておりませんが、通常は、食

品の場合ですと、ポリエチレンが使われていることが多いというふうに思います。

それから、二人目の方の関係で、バリアントＣＪＤの話がございました。７月上旬の情

報で恐縮でございますが、世界にどれぐらい今発生しているかといいますと189例。ほと

、 。 。 、 、んどが イギリスです イギリスで161例あります それから アメリカを見てみますと

２例ございますけれども、この２例の方はいずれも在米イギリス人ということでございま

す。日本でも１例ありますが、これは英国滞在歴があったという調査結果になっておりま

す。昨年末に輸入再開を決定いたしたわけですけれども、この評価というのは日本の国内

、 、 、 、で流通している国産牛 これは月齢を問わず 全月齢の牛と アメリカの全体ではなくて

、 、 、20ヶ月齢以下の特定の条件のついた 一部のものを評価をした場合に 一定の条件の下で

リスクの差は小さいというそういう結論のもとに、輸入の再開を決定しておるということ

です。

○引地消費者情報官 それでは先ほど、質問した男性の方と、女性の方。
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○水澤 水澤と申します。初めて参加させていただきました。

実は、私、前々から、いろいろな本を読ませていただいております、東大の方ですね。

いかにして、プリオン専門委員会というのが、食品安全委員会の主導権の中にあるのかと

いう問題で、プリオン専門委員に対して結果的には私らの疑問も多く持っていました。こ

。 、の４月には入れ替わりがあった このようなことからプリオン自体の難しさということが

中に内包されているのだと思います。プリオン蛋白ですね。一般にたんぱく質というのは

不要なところから分解してしまいます。

しかし、プリオン蛋白がありますと、自分の蛋白でありながら数十年は濃縮していくか

もしれないし、そうでないかもしれない。したがって、イギリスの30年後はどうなるか。

結果的には研究が進んでいくだろうと思いますが。このプリオン専門調査会は、一番注目

している部分が何なのか実は私は知りたいのです。つまり、感染源を探していくときに、

いろんな処方せんがあろうかというなかで、例えば先生なんかに言わせると、リンパ系か

ら脾臓に入って脾臓から、いうなら神経系にと入っていくだろうと考えられていますね。

したがって、これから多くの研究結果が出て来ると思います。そういうことも含めて、何

か非常に専門委員会での議論のレベル、それが国民を納得させられるかどうか委員にかか

っているんですよね。

、 、 、そんなふうに思っていますので ぜひひとつ国民の皆さんに どんな問題でもいいから

治療も含めこれを探していただきたい。生命にかかわる問題ですから。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは右側の女性の方。

○発言者２ 先程、わからないということで返されたので、なぜ、私がそのような疑問を

もったかということを一応お伝えしておきたいということでもう一度、発言させていただ

いております。

なぜそのような疑問をもったかというと、国の食品安全基準というのは、我が国の基準

。 、 、が全ての国に当てはまるわけではないわけです それで この今回の問題のゴールデン社

アトランティック社の問題点を見ていると。現場の従業員の理解度が不足していたとあり

ます。それで、もし、アメリカも日本も同じ安全基準であったら、理解度が不足するとい

うことはなかったわけですよね。それで、この現場が何カ国の輸出国を持って仕事をして

いるのかということはぜひ知りたいことなので、今回わからなくてもホームページ上に掲

載していただくということをお願いしたいということです。さっきは、わかりませんで終
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わってしまったので、わかりませんで終わることがないようにしていただきたいと思いま

す。

○川島室長 まず、最初の方、プリオン病のお話でございます。もし、私の説明で不足す

る点があれば、食品安全委員会の方からも補足していただけると思います。

異常プリオンは、一般的には、消化管のパイエル板というところで吸収をされて、時間

をかけて中枢神経系を通じて、最終的には脳の延髄のところに蓄積します。その結果、歩

行失調、つまり歩けなくなる、継続的な神経症状が出ることは、一般的な病理ということ

で、発病機序と呼ばれております。この病気は、1986年から1987年ぐらいに初めてイギリ

スで確認されたと記憶しております。イギリスにおきまして、18万頭強確認されておりま

して、こういった疫学的なデータ確認が行われています。また、異常プリオンが蓄積して

いるような感染した牛の脳を、感染しやすいと言われている若い子牛に、飼料給与のよう

な形で与える、あるいは脳内摂取をさせるといったような形で感染実験が行われておりま

す。私どもの日本の（独）動物衛生研究所というところでは、最近になりまして、少しイ

ギリスから比べれば遅れておりますけれども、そのような摂取試験が行われております。

現在、分かっている発病機序というのは、この異常プリオンが蓄積をするのは、ＳＲＭ、

すなわち特定危険部位として指定をされている部位ということでございます。

また一方で、いろいろと高感度の検査技術の開発が進められておりますけれども、現在

のところこれが実用されるということにはなっておりません。また、エライザ法などいろ

いろな既存の方法以外の新たな手法が実用化をするという段階にはなってはいないという

ふうに承知をしてます。いずれにしても、日本で厳格に検査をしております。さらに検査

反応を高めるというような技術開発や研究開発が進められているということをご紹介させ

ていただきたいと思います。十分なお答えになっていないと思いますが、ご理解下さい。

それから、Ｇ社とＡ社の輸出先の問題についてでございます。今のご質問の趣旨は、私

ども十分理解いたしましたので、帰りまして確認をしたいと思います。ただし、我が国は

20ヶ月齢以下について、子牛肉についても全て、一定の条件を課して、輸入を認めており

ます。

他方、先ほどありましたように、カナダやメキシコは子牛肉について、アメリカから輸

入する際に、規制がないと理解をしております。ですから、そういった一定の条件がなけ

れば、Ａ社、Ｇ社はリストに載らないということもあろうと思います。いずれにしろ、そ

れに対する確認をさせていただきたいというふうに思いますのでご理解いただきたいと思
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います。

○西郷リスクコミュニケーション官 プリオン専門調査会についてですけれども、この専

門調査会メンバーは、人間のプリオン病の専門家、それから、いわゆる動物のＢＳＥの専

門家や、疫学の専門家ですとかいろんな方が集まって、全部で１２人の体制で、やってい

るところであります。これまでの大きな成果として、国内でのＢＳＥ発生以来とられてき

た対策についての「中間とりまとめ」と言われているもの、現行の検査など国内のＢＳＥ

施策についての評価、それから米国・カナダ産牛肉の評価の３つを実施いたしました。そ

、 、 、れともう一つ 例えば肉骨粉の飼料規制など 豚・鶏は最初は厳しかったのですけれども

豚・鶏由来のものについては、条件付で利用することの評価などを実施してございます。

なお、これらにつきましては、プリオン専門調査会が集めた膨大な資料、データの処置

から、いろいろ評価を行っているところでございます。

食品安全委員会の調査会ございますので、基本的には、管理省庁からの、評価要請に基

づいて行うことが多いわけでございますけれども、その際には管理省庁として、入手可能

な限りの資料を出していただいて評価を行うということです。食品安全委員会ができたの

もＢＳＥが発生したのが一つの大きな理由でございますから、一番最初に立ち上がった専

門調査会として、全力を挙げてきたということでありますが、いえることは、専ら科学的

な評価をいただいているということです。

、 、 、 。○引地消費者情報官 それでは そちらの右の男性の方で 次が こちらの女性の方です

○若杉 若杉と申します。

似たようなすでに要望なり意見が出ているというふうに思っていますが、重複するとこ

ろもあると思いますが、よろしくお願いをしたいというふうに、思います。

今回の資料の中にもありますように、もっとアメリカと話を対応するときの基本的考え

方ということで、科学的証明もさることながら、要するに牛肉対する信頼関係が醸成をさ

れないと、非常にこの問題は難しいというふうに記載がされていますし、私どもも、その

とおりだというふうに、思っております。そういう意味では、ＢＳＥ問題なり、アメリカ

からの牛肉輸入のときに、昨年の暮の食品安全平成委員会で議論していただいて結論が出

て、それが、ブッシュさんが来たときにという、先程どなたか言われていました。どうし

ても、政治的な影がマスコミなんかを通じてだされていますので、本当にこれで大丈夫な

んだろうか。例えば20ヶ月齢以下の牛をどうやって発見するんだろうか。というと、向こ

うは、やるから大丈夫なんですと言って、必ずしも科学的でないような見解が示されてい
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て、今回のあの事件になって、心配していた人から見ると、ほら見ろ、やっぱりだめじゃ

ないかというような話になっているんじゃないかというふうに思っています。

それから、食品安全委員会で議論のときに、プログラムが守られればリスクが少ないと

いう見解ですが、およそ国内の審査基準との比較なんだろうと思っていますが、食料なん

かの場合、輸入国と輸出国の安全に対する基準が異なったときに、あるいは差がが出てい

ますよ。世界で、いろんな国だいろんな規準があったときに、輸出国からすればこれは、

この国用、これはこの国用と、大変で根拠がかかっているのは承知の上ですか。やはりこ

れは輸入する国が自分の国の規準にあった内容に合わせるべきでないかと思っていまし

て、私はやはり、恐縮なんですが、アメリカから輸入についても、日本の国内と同じよう

な規準が適合されるようになるか、私ども消費者からすれば、日本の肉でアメリカの肉で

も輸入の肉でも同じ規準でこれが管理されていると。だからどこの国の肉を食べてもリス

クは一緒だと、安全度は高いというふうに思われることで次にそういうことがさらに検討

できないのかどうかお願いをしたいというふうに思っています。以上です。

○鈴木 新潟市の鈴木といいます。

前回のときも来まして、そのとき、私自身はまだ安全じゃないなということで、すごく

再開には、不安だったし反対だったのですけれども、国のそちら側の人が本当に安全だと

いうことで、安心というのは心の問題だと発言された方。その方、今日は来ていらっしゃ

いませんけれども、私としては、本当にやっぱりというふうに思いました。安全じゃなか

ったんだということをすごく感じました。

それで査察についてちょっとお聞きします。輸入再開の前は査察をしたのか、危険部位

を除くとかそういうことではなくて、アメリカの施設を見てきたのかそしてその再開の今

度は査察ですね、12月13日からいった。それで11日と書いてありますけれども、全部の施

設が何施設だったのか。そして査察の内容ですね、例えば工場に行って、その中まで入っ

て見たのか、それともガラス越しだったのか、そしてちゃんと取り除かれているのを見た

のか。まず屠殺されて、そこから工場に行って、どういう流れできたのか、それまでどれ

くらい時間がかかったのか、検査官が証明書を発行しましたね。そこまでの経過まで見た

のかどうか。そういうことをお聞きしたいと思います。

○川島室長 まず、最初の方の方のご意見についてご説明したいと思いますが、まず個別

の例えば、20ヶ月齢以下の判定報告、それはどういうものかというまず一つ、ご質問があ

ったと思います。昨年の12月の説明会のときに、いろいろ細かく説明させていただいたと
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思いますが、まず生産記録でわかるものはそれで対応するということです。これは出生を

した日ですね。そういったものを確認をして月齢確認をするというものです。

それからもう一つ、本日の資料の一番最後の23ページの下向きのスライドございますけ

れども、生理学的成熟度による月齢判定ということで書いてあります。こちらの方法を採

用しているところもございます。これはと畜が終わりまして、枝肉の状態で、その骨の状

態を見て、20ヶ月齢以下かどうかというのを判定をする。21ヶ月齢以上が入らない基準と

いうことで、この「Ａ40」以下というこの基準を採用して確認する。この生産記録とを生

理学的成熟度こちらの２つの方法によって月齢を確認しています。

日本の基準を適用というご意見があったわけですが、まずＢＳＥの検査についてお話し

、 、 、 、しますと 米国でＢＳＥが発生して輸入を停止して以降 局長級協議 あるいはその中で

専門家によるワーキンググループを立ち上げて、日本の規制、それから米国の規制、そう

いったものを専門家にも出席をしていただいて、議論をしてきました。

その中で、例えば検査ですと、日本の場合はと畜場で検査を実施をしています。これは

食肉の検査の一環として、実施しているものです。米国の方ですと、検査はと畜場での食

肉の検査という位置づけではなくて、いわゆるサーベイランス。米国内にどの程度ＢＳＥ

の牛がいる可能性があるか、あるいはＢＳＥ対策が有効に実施されているかとかそういっ

たものを確認するためにサーベイランスを行うというように考え方が違います。それから

特定危険部位の除去の基準でございますが、日本の場合ですと生月齢から脳等を特定危険

部位としているのですが、アメリカの場合ですと30ヶ月以下。これはそれぞれの国で判断

するものであります。

○蟹江専門官 それから、２つ目のご質問があったと思います。

実は、アメリカには、12月の段階で11施設を行っておりまして、その後、当時40施設が

認定をされておったわけでして、その後11施設を終えた後に、残りの施設を全部そうする

という予定にしておりましたけれども、今回、この事案が生じましたので、現時点で全面

的に停止をしておるということで、査察はその後やってございません。今後、再開があっ

たというときにどういう形で査察をするかということは、まさしく、皆様方のご意見をい

ただいた上でまた考えていきたいというふうに考えております。

それから、昨年、査察をした際にどういうところを見てきたのかということについての

ご質問でございます。

これは実は、昨年12月26日にその査察をしたときの結果を公表させていただいておりま
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す。わたしどもの厚生省のホームページにも出ていると思いますが、基本的には工場に立

ち入っておりまして、ＳＲＭ、こういうものがきちっと除去されているのかどうか。それ

からそこに配置をされております、ＦＳＩＳの検査官、ＢＳＥ検査官が輸出プログラムを

遵守しているかどうか、こういった問題についても確認をする。それから、分別がきちん

となされているかどうか混入ないだろうか。こういうことについて確認 しておりまし

て、そういったところに大きな問題はないということで、公表させていただいております

ので、その報告書をごらんいただければというふうに思います。

一施設、丸々ほぼ１日を使って、その現地の工場を見ていたというふうに聞いておりま

す。

以上でございます。

○弦巻 先ほど、カナダの出している子牛肉に対して、過去に規制がないというのがわか

ったのは、去年の３月です。それで、アトランティック社が、日本への輸出を目的とした

輸出プログラムを、延々とアメリカ政府に申請したのが５月。その審査が６月に行われて

いる。そして７月にＦＳＩＳが日本との輸出条件に子牛提供施設は含まれていないとおっ

しゃった。輸出プログラムについては、これは、一応、留まっているんです。その上、Ｆ

ＳＩＳが折れて、日本の輸出プログラム中に、子牛専用施設は含めないという決定をＡＭ

Ｓのウェブサイトに掲載したと。それを、これはリウァ証言なのですが、それを日本政府

が、2005年の去年の夏の終わりに発見して、アメリカ政府に電話をしてきた。今から、こ

の当事者である厚生労働省の担当者の方がいらっしゃいますので、日本政府の誰が、アメ

リカ政府の誰に、このような形で連絡したのか、先程言ったように、日本の輸出条件下の

中に、子牛施設を含めないというのは誤りであるということを誰に説明したのか、その結

果、ＥＶプログラムは変更されたのか、というのは、これは、今の農務長官が１月に発見

したときに、一つの原因として、日本から数百名入って急に子牛肉を輸出条件に含まない

と言ったから、言い返しているわけです。だから、誰が言ったのか。

、 、 、 、もう一つは 最後に聞きたいのですが ６人入ったプリオン病専門調査会に 要するに

人間の乳がんの方いらっしゃいますよね。その方は、どれくらいあれして、プリオン専門

調査会に入られたのか説明していただきたい。

川島さんにですね。お聞きしたいのですが、先程、肉骨粉は、人間の牛肉には関係ない

と言われたけれども、ＷＨＯの規定での考え方は、ＢＳＥ感染牛の全ての部位は人間へ食

べない方がいいというのがあります。ただ我々は、ＢＳＥ感染牛の全てを消すことはでき
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ない。目下処置はできない。このことを考えあわせると、肉骨粉によって、ＢＳＥ感染牛

が増えている体制が、人間の食肉に対する危険であるというふうに考えてはいかがでしょ

うか。それで現に、我々日本では、検査にかかわらずＳＲＭの部位は焼却している。そう

いうことを含めて、川島さんにお話ししてほしいと思います。

○鶴巻 新潟県消費者協会村松支部の鶴巻締子というものです。

きょうの、テレビのニュースでカナダ産の６歳の乳牛が狂牛病と確定しまして、これは

世界を駆け巡ったニュースではないかと思います。お昼のニュースで言っていました。

米国では脊髄除去と吸引、枝肉洗浄５回、脊髄除去は３人で担当、まず一人が手作業で

除去して、脊髄吸引は、枝肉の上部と下部を二人で担当します。日本では牛の枝肉から背

割り前に、脊髄の吸引、除去、枝肉洗浄２回、日本式の方が触らないでいいんじゃないか

と思います。もしこういうことが、行うときに要求できるのなら、そういうふうにしても

らいたいです。日本は任意で全頭検査しますけれども、外国ではしていません。そういう

日本式で、残りもしてもらいたいと思います。

それから、食品安全の委員は70歳で足きりと言われましたのは、老人に対する更新です

、 、か？国の方針ですか？中曽根さんのように 何十歳かを聞かなくても立派な人いますので

そういう専門家も、ぜひ70歳とは言わないで使ってみてください。

以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

では時間も迫っていると思いますので、お答えも簡潔にお願いします。

○西郷リスクコミュニケーション官 プリオン専門調査会の新任委員の方の件ですが、こ

れは疫学、予防医学ということでお願いしたということでございます。疫学、予防医学と

いうことで、入っていただいていると思います。

それから、70歳の件でご意見をいただきましたけれども、これは政府全体の方針でござ

います。なぜかということは、大分前に、政府全体で議論したんですけれども、それまで

は各省の委員会で偉い委員がいらっしゃり、ずっとそれでやっていたら、いかがなものか

という話も逆にあって、それで、なるべく若い方に移った方がいいのではないかというこ

とで、そういう整理がなされたというふうに理解しております。

○川島室長 それからまず、子牛肉の関係でございます。これは、きょうの参考資料２の

ところの最後のページに出ている、ごらんになっているかと思いますけれども。

「輸入再開以前に、日本側から米国側に対し、子牛肉もＥＶプログラムの対象に追加す
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る必要がある旨通報したかのような記述があるが、当初から、日米協議の対象は子牛を含

む20ヶ月齢以下の牛であり、このような記述は事実誤認であることから、修正を検討され

たい 」。

それに対しアメリカの回答は 「その通りである 」ということでございまして、理解を、 。

いただきたいと思います。

それから、飼料規制の話でございます。アメリカは、先ほど申しましたように牛のもの

を牛に与えてはならない。ということで、実はアメリカのいわゆるレンダリング処理施設

も、比較的大規模で、実体を見ると、専業化されているという部分もあるわけでございま

す。しかし、私どもは、牛のものは豚や鳥にも与えてはならない。それから、豚や鳥とい

うものは牛に与えられてはならないというような意味で、牛に対して、徹底した飼料規制

をとっているということと比較をすれば、さらに改善をしていただく点があるということ

でございますが、ＢＳＥ発生を抑えている効果・対策、これは国際基準にのっとった対策

をアメリカで講じているということでございます。そういったものを前提にして、食品安

全委員会において、アメリカのそういう飼料規制もきちんと踏まえていただいた上で、リ

スク評価をしていただいたという結果でございます。

それから、カナダの６歳についてのご指摘というかあったと思います。これは、５頭目

になるわけでございますが、確認をされたということでございます。私ども、この食品安

全委員会でリスク評価をしていただくにあたりましては、アメリカ･カナダとも、一定の

数のＢＳＥ感染牛がいるだろうと言うことを前提にして、評価が行われているところでご

ざいます。これについても、引き続き、情報提供を求めていきたいと思っています。

○蟹江専門官 脊髄除去について、日米の違いのコメントがございましたけれども、私ど

もの研究事業での洗浄効果を確認しております。それから、こういった実態につきまして

も、プリオン専門調査会の方に、説明をいたしております。

○引地消費者情報官 それでは、15分しかないということで、手短にお願いします。

○神田 新潟の神田と申します。きょうは、初めて参加させていただいて、質問が至らな

いかもしれませんが、よろしくお願いしたします。

アメリカの検査総数は全体の何％なのですか。

それと、検査の精度は、最初のＢＳＥが発見されたとき、イギリスの検査より精度が低

いようなものをやっていて、改めて検査の精度の高いのをやったと思うんですけれども、

その後の検査の精度はどうなんですか。
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、 、 、 、それと 月齢の検査なんですけれども 99％確かだと言われましたけれども 私なんか

テレビで検査官が居眠りしていたとか、余り信用できないんですよね。アメリカが確かだ

って言えば言うほど、本当かなって感じで。

あと、病例なんですけれども、ＢＳＥが原因で亡くなったかは、死んでから脳を検査し

ないとわからないと聞いたんですけれども、アメリカ政府が検体とか検査を止めていると

いうふうに聞いたんですよね。症例が多く見つかるから。それは、病院の先生がインタビ

ューに答えたのを見たんですけれども。そういうものとか、もう、アメリカがＢＳＥに対

する認識が全く日本とずれているので、どうしてもこういう不信感がぬぐえないんです。

ブッシュに対してお土産で、輸入しなければいけないのなら、生きたまま牛を輸入して日

本で検査した方が、良いかもしれない。

○永澤 永澤と申します。

米国の輸出牛で日本に、来る割合は何％ぐらいでしょうか。

それから、輸入が止まっていて、誰が一番困っていて、２番目に困っているのは誰、３

番目ぐらいは誰でしょう。

それから今のご質問に続くんですけれども、例えば、コールマン･ナチュラルフーズと

いうところは、オーガニックビーフを飼育しているそうですが、ここの社長は、全頭、１

頭買いをしてくれれば、全頭検査しますよって言うんですよね。ですから、アメリカにも

こういう方たちがいらっしゃるわけですね。アメリカにかわっていただくということを、

きちんと日本側は伝えるべきだと思います。

○引地消費者情報官 はい、簡潔にお答えください。

○川島室長 ＢＳＥの検査、アメリカの検査でございますが、恐らく一昨年の６月ぐらい

から、これまで、65万頭ぐらいにいわゆる強化されたサーベイランスという形で、通常や

るよりは、相当強化された形でやっていると思います。65万頭を超えているぐらいの数字

になっているかと思います。ただ一方で、アメリカでは約１億頭の牛が飼われておりまし

て、年間の屠畜頭数は、3,300万頭ぐらいだったかなと、すみません、正確ではないかも

しれませんが、割り算をしていただければというふうに思います。

それから検査の手法でございます。当初、アメリカは、エライザという急速診断法でも

って疑陽性が出た場合には、ＩＨＣというこれまた、専門用語の略語で大変恐縮でござい

ますが、端的に申しますと、顕微鏡をのぞいてみるという手法で検査をしておりました。

それで、陰性であるというように指導したのですが、いろいろ議論がございまして、その
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後、ウェスタンブロッティングという、これは顕微鏡でするのではなくて、脳をすりつぶ

しまして電気をかけて異常プリオンを移動させるという別の手法を取り入れることにいた

しまして、どちらか一方であれば、つまりＩＨＣと、ウェスタンブロッティングのどちら

か一方が陽性であると、陽性ということで、これは、わが国と同じ診断基準に改善をして

おりまして、現在その体制で、検査は進められているということでございます。

それからＡＭＳ検査官が居眠りをしているという、ことですが、これは、アメリカには

、 「 」従来から格付け官というものが配置をされておりまして この格付け官が先ほどの Ａ40

というものについて骨の骨化の場合、軟骨が柔らかい骨が徐々に骨化をしていくそれが一

、 、つの指標になるんですが そういったものを日々確認をしているというふうに聞いており

ご理解いただければと思います。

それからアメリカの輸出量でございます。ちょっと正しい数字かどうか記憶がないので

すが、アメリカは恐らく国内生産の10％程度ぐらいが輸出に回されておりまして、そのう

ちの一部が日本に輸出されると。ＢＳＥが発生する前は年間約24、5万トン程度、24、25

万トンが、我が国に来ておったと思います。ですから全体のアメリカの輸出生産量でいい

、 。 、 。ますと おおよそ３％ぐらいではなかったかという記憶しか ただ 自信がございません

申しわけございません。

○蟹江専門官 米国のvＣＪＤの診断の話が少し出ましたけれども、承知している限りで

は、その脳の病理検査を行ったり、あるいは,患者さんの症状や、神経症状の所見から、

診断がされているというふうに承知しております。

○川島室長 これは、非常にお答えしづらいのですが、アメリカの主要な輸出国は、日本

それから韓国がメインではなかったかと思います、アジアの方ではですね。

アメリカの牛肉がこれまでどこに使われていたのかということで間接的にお答えになる

かと思います。当然テーブルミートとして、スーパーでも売っておりましたけれども、他

方、外食、レストランですね。それから特定の牛丼、こういったものの食材として、アメ

リカ産牛肉が使われているということです。

、 。 、 、○引地消費者情報官 時間がまいりましたが 最後になります それでは そちらの方と

一番後ろの男性の方。

○多賀谷 日本フードサービス協会の多賀谷と申します。今のご意見で困っている最たる

業界の人間でございます。

皆さんの、ご意見をいろいろお聞きしてはいるんですけれども、ぜひこれはお願いした
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いというか、厚労省・農水省にお伺いしたいことですけれども、今回の、アメリカの子牛

に出たアトランティック･ヴィール社の問題。アメリカですと、子牛の業界と牛肉の業界

。 。 、 、は全く別でございます 生産も全く別です 日本に輸出してくるビーフの工場 パッカー

では子牛の生産は一切やりません。ただ、日本での報道は、全く違うんです。そこらへん

のところ十分、日本の中に説明していただいて、かつ、一日も早く開けていただければな

と。私どもの業界は、輸入牛肉ばかりではなくて、国産牛肉もいろいろ使っております。

業界の中で、牛肉の値段が非常に今高くなっているわけです。和牛を含めて非常に高値と

なってしまっている。経営はかなり圧迫されていると思っています。一般の消費者の方々

も、スーパーや小売で買われるときの牛肉の値段はかなり高くなっていると思います。そ

ういう面で安くするために、入れろということではなくて、安全であることが確認とれて

いるんですから、一日も早く、再度、アメリカのコンプライアンスの問題、ルール遵守を

しっかりさせた上で、ぜひ早い輸入の再開をお願いしたいと思います。

最後に一つだけ、マスコミの方々に、ちょっと申し上げたいのですけれども、この間ワ

ールドベースボールクラシックで日本がチャンピオンになりましたけれども、そのときに

日本の代表の選手たちは、ロサンゼルスの焼肉で皆さんが一緒になって決起集会的なこと

で、皆で集まって食べたという話でございます。それから、日本から、アメリカに約毎年

400万ぐらいの人たちが観光なり出張に行かれています。ほとんどの人がアメリカの牛肉

を食べているわけです。それから、松井選手もそれから、イチロー選手もアメリカの牛肉

を食べていますし、そこら辺の事実というのも一切報告されていないくて、危ない危ない

という意見ばかり出てまいります。そこら辺をどのように判断されるのか、そういうこと

も頭の中に入れていただきたいと思います。

以上でございます。

○引地消費者情報官 一番後ろの男性の方、お願いします。

○長谷川 生協の長谷川と申します。

この会は何回か出席させていただいて、お話を聞いて、大変、食の安全という面からは

懸念をしていたとおりに、輸入再開からすぐに、12月の再開から１月にはまた停止という

ような事態になったわけでございまして、いかに確認されていたことも不完全であったか

ということが明らかになったわけです。そこで、最後の質問者ですので、ずっと聞いてい

て厚労省にしても農水省にしても、お詫びの言葉が一つもなかったということですね、大

変、今後にまた、この食の安全行政にかける皆さんの考え方が、非常に国民の方に向かっ
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ていないというふうな思いを強く今日の会でいたします。そこで、本当素朴な最後の質問

にふさわしいような質問をさせていただきたいというふうに思っておりますけれども。

ＢＳＡがこのことによって、ヤコブ病が発生をしたという場合について、誰が責任をと

るのか、この間についても再開して、すぐまた停止をしたけれども、それこそ、大臣がお

わびをしたわけでもありませんし、ブッシュがまた、向こうの省が謝罪をしたことも余り

ニュースとして聞こえてきていないわけですけれども、ここで問題が発生した場合、誰が

責任を取るのか国民にそれを押し付ける、また国民を犠牲にするような食の安全行政はや

めていただきたいということを強くお願いしておきたい。その辺を明確にしていただきた

いというふうに思っています。まさに、今農業交渉が大変な正念場を迎えていますけれど

も、日本の農水省の弱腰の、アメリカに追随するような、尻尾をふるようなそういうよう

、 、な安全行政はぜひやめていただきたい 改めていただきたいということを強く要請をして

一言発言をさせていただきます。

○引地消費者情報官 今お二方から、お立場は違いますけれども、お話いただきました。

これは、私ども努力して承っていきたいと思います。

時間もなりましたので、この辺で、本日の意見交換会を終了させていただきます。本日

は、どうもありがとうございました。

○発言者４ 最後の感想はないのですか。

○引地消費者情報官 ご意見・質問でございますか。

○発言者４ 質問ではありません。誰が、責任の方の関係を明確にしていただきたいとい

うことですね。

○川島室長 先ほどのご意見に対して、担当として申し上げられることは、私どもは、リ

スク管理官庁でございます。私どもの、衛生条件、プログラムに基づいて、輸出をされた

、 、 、場合に そのリスクが国産牛肉と同等であるということについて 食品安全委員会の方で

十分のご審議を賜って現在来ているわけでございまして、そのプログラムを一部、一部と

言いましょうか、プログラムの遵守について問題が生じたということなんですね。そうい

うことでありまして、今後その原因究明、今やっておるところでございます。あるいはそ

の原因究明の結果を踏まえてどういう形で対応すれば、こういった問題が起こらないよう

に、きちっとできるのか、それぞれ、リスク管理官庁の立場で、アメリカ側に対応してま

いりたいと思っております。

以上でございます。


