
高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会

平成１６年１０月１５日

農林水産省消費・安全局



- 1 -

高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会

日時：平成１６年１０月１５日（金）

１４：００～１６：３０

会場：三 田 共 用 会 議 所 講 堂

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

「高病原性鳥インフルエンザに関するリスク管理について」

４．閉 会

＜配布資料一覧＞

資 料 １ 出席者名簿
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午後 ２時００分 開会

○姫田（農林水産省）

本日は、大変お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。

ただいまから高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会を開催いたします。

まことに申しわけありませんが、本日は休憩の時間を設けておりませんので、休憩の必

、 、 。要な方は 周りの方の迷惑にならないようにご退出をいただいて 休憩をお取りください

それでは、初めに、消費・安全局審議官の高橋よりごあいさつを申し上げます。

○高橋（農林水産省）

本日は、この意見交換会にお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ご承知のとおり、農林水産省では、昨年７月に消費・安全局が設置されて以来、食品に

関するリスクコミュニケーションとして、食品安全委員会、厚生労働省と連携しながら多

くのテーマについて意見交換会を開催いたしてきたところでございます。

本日のテーマであります「高病原性鳥インフルエンザ」につきましては、ここにお集ま

りの皆様も当然ご承知のことと思いますが、直接食品の安全性に関係するものではござい

ませんが、農林水産省では、家畜衛生の観点から、家畜の伝染病・疾病の発生予防、まん

延防止のためのリスク管理を行っているところであります。

この病気につきましては、本年の１月から３月にかけまして、我が国では79年ぶりに発

生いたしまして、家畜の病気として畜産業界に被害を与えただけではなく、鶏卵、鶏肉の

消費が低迷するなど、社会的に大きな影響を引き起こしたところでございます。このよう

なことから、通常のリスク管理に加えまして、被害の発生時には迅速かつ的確な対処に努

めるとともに、正確な情報提供や意見交換を行って、この病気の対策に当たることが重要

と私どもは考えております。

本日は、我が国における感染経路の調査結果、実際の発生を踏まえた新しい防疫指針な

どについてご説明申し上げますとともに、この病気に対する正しい理解や的確な防疫対応

につきまして、消費者、生産者をはじめ、関係者の方々と情報や意見を交換いたしてまい

りたいと考えております。

また、アドバイザーとしてここにお並びの専門家の方々にもご参加をいただいていると

ころでございます。それぞれのお立場でご発言いただきまして、ご助言も得ながら、有意

義な意見交換会といたしたいと思っております。よりよい意見交換を行えるよう、活発な

ご発言をお願いいたしたいと思います。
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では、よろしくお願いいたします。

○姫田（農林水産省）

どうもありがとうございました。

いつもですと食品に関するリスクコミュニケーションということで皆様方にご出席をお

願いしているところですが、本日は、高病原性鳥インフルエンザという、鳥の病気でござ

いますので、食品に関するリスクコミュニケーションという名前は冠してございません。

本日は「高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会」ということでございますが、リ

スクコミュニケーションの一環であると考えておりますので、皆様方の積極的なご発言、

意見交換を中心に進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、出席者の紹介をいたします。募集により大変多数の方にご参加をいただいており

ます。昨日までに出席を希望いただいた方が169名いらっしゃいましたので、お手元の資

料１に出席者名簿として載せさせていただいております。本日になって出席を希望された

方については、まことに恐れ入りますが名前を掲載できませんでしたので、お詫び申し上

げる次第でございます。

続きまして、アドバイザーの紹介をさせていただきます。

中央から皆様の左に向かって、国際獣疫事務局の小澤名誉顧問でございます。

そのお隣が、東京大学医科学研究所ウィルス感染分野の河岡教授でございます。

そのお隣が、農林漁業金融公庫の寺門技術参与でございます。寺門技術参与は、前家畜

衛生試験場長をされておられました。

そのお隣が、国立感染症研究所感染症情報センターの谷口第一室長でございます。

続きまして、行政側でございますが、内閣府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。

そのお隣が、名札と出席者名簿が違いますが、厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情

報課の広瀬課長補佐でございます。

先ほどあいさついたしました農林水産省大臣官房審議官の高橋でございます。

そのお隣が、消費・安全局衛生管理課長の栗本でございます。この後、資料を皆様にご

説明いたします。

そのお隣が、衛生管理課課長補佐の杉崎でございます。

衛生管理課薬事・飼料安全室長の境は後で来る予定になっております。

それから、私は本日の進行役を務めさせていただきます消費者情報官の姫田でございま
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す。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。お手元に議事次第と

いう１枚紙をお配りしております。その後に資料１、これが先ほどご確認いただきました

名簿でございます。それから、資料２と３がございます。ご説明するものでございます。

、 、「 」 。それから 参考配布として 食の安全・安心トピックス というものが入っております

これは、毎日、農林水産省、厚生労働省、食品安全委員会からのプレスリリースを、食の

安全に関するヘッドラインをお届けするメールマガジンでございますので、ご利用くださ

い。

続きまして、本日の進行について説明いたします。

本日は「高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会」とさせていただきます。

まず、意見交換に先立ちまして、農林水産省の栗本衛生管理課長から、高病原性鳥イン

フルエンザについて40分間程度ご説明いたします。その後、有意義なご意見をいただくた

めに、説明に対するご質問をいただいた後、それぞれのお立場での意見交換に入りたいと

思います。

本日は、消費者の方々、生産者の方々が、多数いらっしゃっておられます。生産者の方

々はかなりワクチンにご興味があるのではないかと思っておりますが、私どもは鳥インフ

ルエンザ全体のことについてのご議論をいただきたいと思っておりますので、前半にワク

チン以外のお話、そして後半にワクチンについての意見交換をさせていただきたいと思い

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

それでは、まず、衛生管理課長の栗本からご説明をいたします。

○栗本（農林水産省）

ご紹介いただきました衛生管理課長の栗本でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

それでは、私の方から概要のご説明をまずさせていただきたいと思います。スライドで

は少し文字の細かいところがあるかもしれませんので、お手元の資料２をごらんいただく

かして、お聞きいただければと思います。

それでは、高病原性鳥インフルエンザという鳥の病気でございますが、まず、どんな病

気なのかということを見ていただきたいと思います。高病原性鳥インフルエンザとは、１

つは、全身症状を伴う家きん――「家きん」という言葉は、生産者の方は十分ご存じなの

ですが、そうでない方にとっては余り聞きなれない言葉かもしれません。ワシやタカのよ



- 5 -

うな鳥を猛禽類と言ったりしますが 「きん」というのはその字を書きまして、家畜のよ、

うに飼養されている鳥のことを「家きん」と言っております。鶏、アヒル、七面鳥など、

こういった鳥の急性伝染病でございます。そして、これらの鳥のＡ型インフルエンザウィ

ルス感染症、Ａ型インフルエンザによる感染症のうちの病原性の強いものを言います。こ

の病原性につきましてはまた後でご説明させていただきます。そして、感染鶏との密接な

接触によって、まれに人への感染被害、これは海外で人が亡くなっている例もあるわけで

、 。すが 鶏卵や鶏肉を食べることによって人に感染したという事例は世界的にもありません

この病気につきまして、農林水産省は、国内の養鶏場などでのこの病気の発生の予防、ま

ん延防止のための対策を実施しております。

それから、その続きでございますけれども、とにかく伝染力が非常に強い、家きんの死

亡率が非常に高いというのがこの病気の特徴でございまして、教科書に書いてあるのでは

20％～100％の死亡率になるという、そういう恐ろしい病気でございます。かつては「家

きんペスト」と呼ばれておりまして、ペストという病気は若い方は余りご存じないかもし

れませんが、かつて日本でも猛威を奮った人の伝染病でペストという病気があって、これ

はネズミが持っていてダニが媒介するという、ペスト菌という細菌が原因で大変恐ろしい

病気だったわけですが、これは家きんにとっても人のペストと同じように恐ろしい病気だ

「 」 、 、ということで 家きんペスト と呼ばれてまいりましたが 先ほど申し上げましたように

家きんペストはウィルスによる病気であって人のペストとは全く違うということで、これ

は誤解が生じないように、今ではこう呼ばずに「高病原性鳥インフルエンザ」と呼ぶよう

になっております。家きんにとっては大変恐ろしい病気だということがこの名前からもお

わかりいただけると思います。

そして、原因ウィルスでございますが、これはＨ５またはＨ７亜型のＡ型インフルエン

ザウィルスでございますが、これはインフルエンザのウィルスの表面にヘマグルチニンと

いう蛋白がついておりますが、このタイプによってＨ１～15までに分け、そして、もう１

つＮという、Ｈ５Ｎ１とかＨ７Ｎ３とかそういう言い方をしますが、そのＮというのはノ

イラミニダーゼという蛋白がついておりまして、これは１～９までの型に分けております

が、それによってＨ５Ｎ１と言ったりＨ７Ｎ７というような言い方をして、いろいろタイ

プが分かれています。そういった中のＨ５もしくはＨ７であれば、これはこの病気、高病

原性鳥インフルエンザということになります。それから、これのほかに、死亡率が高いな

ど、高病原性（強毒タイプ）と判定された、これは国際的な判定方法がありますが、この
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方法によって判定されたその他のタイプ、Ｈ３ですとかＨ９などの型であっても高病原性

（強毒タイプ）だと判定されたＡ型インフルエンザウィルス、これは原因ウィルスとなり

ます。逆に、こういうウィルスが採れたものが高病原性鳥インフルエンザということにな

ります。

そして、感染経路でございますが、感染経路は、感染している鳥との接触、ウィルスに

汚染した物品、これは感染系の糞ですとか、それがくっついた餌とか、そういったものと

の接触、例として書いてありますが、排せつ物と書いてありまして、それがついている飼

料や鶏舎のほこりですとか、野鳥、ネズミ、ハエといったもの、もちろん、飼育管理者、

人ですとか、管理用の器材、車なども、ウィルスがついていれば、それと接触した鳥がこ

の病気になる恐れがあるということで、接触感染であるということです。ウィルスによっ

ては空気中に飛んでいて、吸い込んで感染するような、空気感染をするような病気もある

わけですが、この病気はそうではなくて、接触感染であるというものでございます。

そして、基本的な防疫対策でございますが、とにかく早く見つける、そして、そこで広

げないように移動制限をして、徹底的な摘発・とう汰をするということが基本的な考え方

でございます。風に乗ってふわふわとウィルスが飛んでくるような病気ではないというこ

とでございます。とにかく大切なのは早く見つけるということ、これが非常に重要になっ

てまいります。

それで、どういう症状を出すかということですが、これは私がかつて習った教科書を見

てみましたが、食欲と飲水欲を失い、羽毛逆立、沈うつを示す、成鶏は産卵が停止する、

鶏冠や顔が腫れ、下痢、呼吸器症状、神経症状を呈して死亡すると書いてありました。非

常に早く進行した場合はすぐに死亡するということで、症状は非常に多様ですが、どれが

決め手になるということはないということでは難しいかもしれませんが、いずれにしても

よく観察していただければ、普通に観察していただければ見落とすことはない症状だと考

えております。そして、現在、すべての養鶏場から死亡した鳥の羽数を、これは大変なご

努力をいただいて、必ず各養鶏場から毎週ご報告をいただいております。もし異常があれ

ば、全国の家畜保健衛生所、全国に178カ所ございますが、ここから調査に伺って必要な

措置をとるという、そういう対策をとらせていただいております。

それでは、海外の状況はどうかということなのですが、これはちょっと地図になってい

ないのでわかりにくいのですけれども、アジアの周辺国でこのように発生しております。

韓国で昨年の12月に発生いたしまして、その後、2004年の１月、今年の１月に立て続けに
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発生があったということがごらんいただけると思います。韓国につきましては、ここでは

「ヒトへの感染」という欄をごらんいただきますと空欄になっておりまして、ヒトへの感

染はなかったということで、清浄化に既に成功しております。韓国からの鶏肉等の輸入に

つきましては、先日、解禁をしております。そして、ベトナムやタイのところをごらんい

ただきたいと思いますが、ここではヒトへの感染があって、亡くなっている方もかなりい

らっしゃる。ここはまだ発生が続いておりまして、終息していないという状況でございま

す。

それでは、日本における発生状況をごらんいただきたいと思います。まず、１例目が、

今年の１月12日の未明に発生を発表させていただきました。３万5,000羽の採卵養鶏場で

発生をしたわけでございますが、ここが第１例目でございます。そして、２例目は、大分

県の家庭の庭で飼われていたチャボ、アヒル、全部で14羽だったわけですが、２月17日に

確認されております。それから、３例目と４例目が京都でございまして、３例目は２月27

日に、22万5,000羽の採卵養鶏場での発生、そして、４例目は３月５日に、１万5,000羽の

ブロイラーの採肉養鶏の農場で発生しております。これより前の、１例目より前の発生と

いうのは、79年ぶりと先ほど審議官のあいさつにもございましたけれども、1925年、大正

14年に発生しております。このとき、奈良県と千葉県と当時の東京府の３カ所で発生して

おりまして、千葉でのウィルスが残っておりまして、後に確認されたところ、Ｈ７Ｎ７だ

ったということがわかっております。その発生から今までの発生までが79年ぶりだったと

いうことになります。

これは一体どうしてこんなに長い間出なかったものが発生したのか、予防対策を考える

上で感染経路を究明することは不可欠となります。そこで、３月29日に、この病気の専門

家、ウィルスの専門家だけではなくて、渡り鳥ですとか野鳥の専門家、それから、発生現

場で実際に防疫活動を指揮された都道府県の専門家の方にも参画をお願いしまして、チー

ムを設置させていただいております。本日ご出席いただいております寺門先生がこのチー

ムのリーダーになっておまとめいただいたわけですが、調査や検討を進めていただきまし

た。

そして、１例目のところの、これは現地調査のときの写真をお示ししておりますが、発

生した鶏舎、左の上のところでごらんいただけますように、ネズミがかじった穴がある、

天井もネズミがかじった穴があるということで、ネズミが常時出入りしていた鶏舎だった

ということがごらんいただけると思います。それから、ケージの中、これは平均的なのか
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もしれませんが、この程度の状態だったということです。それから、鶏舎の裏にはぬかる

みがあったり、農場の手前のところには池があったり、そういう状況だったということで

ございます。

それで、一体何がウィルスをこの養鶏場に運んだのかということを、あらゆる可能性を

考えて調査していただきまして ご検討をいただいたことがまとめてあります まず 物、 。 、「

」 、 、 、の と書いてありますが 人や物の搬入・搬出 獣医師は訪問ごとに消毒をしておられた

そして、車が他農場へ出入りしたということはなかった、飼料の運搬車は農場の出入口で

消毒をしている、そして、鶏卵出荷の出入口での消毒はなかった、そして、昼間は鶏舎の

出入口は開けっ放しであったということがわかっております。そして、鶏舎に侵入するよ

うな動物については、野鳥が鶏舎に自由に入れるような状況だった、そして、近くの池に

はカモが飛来していた、それから、周辺の野鳥の糞、ネズミなどからはウィルスは分離さ

れていないというようなことがわかっております。そして、給餌の方法ですとか他の事例

との関連、これは特に問題となるようなことはわかっておりません。防疫措置、予防対策

は、十分とは言えないところが幾つかあるということをごらんいただけると思います。

次に、大分県の現地調査の状況でございます。チャボはこのような鳥小屋の中で飼われ

ていたわけでございます。池があって、ここでアヒルが飼われていた、ここでアヒルが泳

いでいたわけで、水の中にはコイがいたというような状況だったということです。

ここでは、チャボは３年前に卵から孵化してずっと飼っておられた、アヒルは去年の夏

に川で拾ってきたアヒルだと、そして、餌は農協の職員が１月の末に搬入したのが最後と

いうことです。そして、侵入動物につきましては、野鳥の鳥小屋の中への侵入は不可能だ

けれども、１月の中旬に見慣れない野鳥が数千羽飛んできて、３～40羽程度死んで落ちて

いたというようなことがあります。これはちょっと詳しいことはよくわかっていない出来

事です。それから、水は井戸水だけれども、この井戸水が凍ってしまったときに、発生の

前日だったようですが、発生鶏舎のところには池の水をそのまま与えたということも伺っ

ています。それから、他の事例との関連はないということです。

それから、３例目の京都での現地調査でございます。ここはかなり大きい養鶏場だった

わけですが、ケージの状況は左上にあるような状態です。こちらもやはりネズミがかじっ

た跡がある、天井裏にはネズミがかなりいるのではないかというようなことがこれでわか

ります。入り口の方から見た状況は、真ん中の写真のような状況だということです。右上

のところは鶏舎裏にある取水池でございまして、これは、今はネットが張ってあるのです
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が、発生当時はなかったということで、農場の遠景、手前のところは水田になっていて、

奥に見えているのが８号鶏舎、発生が最初にあった鶏舎ということです。ここでもネズミ

の出入りが考えられたということでございます。

ということをここにまとめていただいていますが、従業員以外は鶏舎に入っていない。

ここは27日に京都府の家畜防疫員が立ち入り検査をしておりますが、その前日の夜に報道

関係の方が訪問されたということがわかっております。そして、飼料の運搬車は直接農場

内には入らないということ、それから、鶏卵の出荷は鶏卵車両または時折付近の店屋さん

が買いに来るという状況がわかっております。それで、侵入動物でございますが、多くの

、 、 、野鳥が鶏舎内に侵入できる状況であった ネズミが巣をつくっていたということ そして

。 、「 」堆肥場の死鶏はカラスの餌になっていたということがございます そして 給餌方法等

のところにございますが、初発の８号鶏舎、ここは池から採水をしていたと、池から汲ん

だ水を与えていたということで、消毒はされていなかったということでございます。そし

て、ここではカラスの餌になっていたというところでありますが、この３例目の農場の周

辺で９羽見つかっておりまして、３月４日～４月２日にかけて、ここで採れたウィルスと

同じウィルスがカラスからも分離されております。

それから、これが４例目でございますが、今ごらんいただきました農場から北東へ４キ

ロメートルぐらい離れたところ、近いところでの発生でございます。ここは同じ敷地の中

に開放鶏舎とセミウィンドレスの鶏舎が混在していたということでございますが、発生が

あったのは平飼いの開放鶏舎であったわけです。そして、左下のところに赤い矢印が書い

てあります、ここは割と近くのところへ、役場へ行く道、非常に通行量の多い道が近くに

あったということ。それから、右上のところの「ため池」と書いてありますが、これとは

また別にカモ類を含む野鳥がたくさん来る池も近くにあったということがわかっておりま

。 、 、 、す それから この右下の井戸ですが ここから水を汲んで与えていたということですが

ここには蓋がなかったということでございます。

そういうことをまとめたのがこのスライドでございますが、ここでちょっと注意してい

、「 」 、 、ただきたいのは 侵入動物 の下のところ 左側の下から２つ目のポツのところですが

発生前に報道関係者の立入りがあったということがわかっているということでございま

。 、「 」 、 、す そして 侵入動物 のところですが 近くに野鳥がたくさん来る池があるけれども

鶏舎には侵入していないのだということが言われております。野鳥が侵入していたという

形跡はないし、カラスを見たという目撃もなかったということでございます。井戸は蓋が
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なかった、それを汲み上げて、３月１日までは消毒をしないで与えていたということでご

ざいます。

次に、分離されたウィルスの性状について、遺伝子のレベルまで詳しく調べて、比較し

ていただいてわかったことをまとめております。見ていただきました我が国での発生は４

例でございますが、これは遺伝的にかなり近縁なウィルスによって発生したということが

わかっております。その違いの程度から、山口と大分と京都、これは順番に山口から大分

に行って京都に行ったというそういう動きをしたわけではなくて、それぞれが別々に持ち

込まれた可能性が高いと考えられております。それから、先ほどアジアでの発生のところ

でごらんいただきましたが、ヒトへの感染がなかった韓国で分離されたウィルス、これと

遺伝的に非常に近いということがわかっております。それから、ヒトへの感染があって、

まだ終息していないわけですが、タイやベトナムのウィルスとは遺伝子型がかなり異なる

ということもわかっております。

それから、国内ではカラスでのウィルスの保有が確認されましたので、環境省もかなり

精力的に対応していただきまして、国内の野鳥が持っていたウィルスについてわかったこ

ともございます。まず、発生地域周辺で死んでいたカラス、これからはウィルスが検出さ

れています。だけれども、発生地域周辺のその他の野鳥、個体、糞便、死んでいる鳥はそ

の鳥を使って、そうでないものは落ちている糞を調べたりしたわけですが、合計577検体

調べたところ、ウィルスは検出されていないということでございました。

それから、感染経路究明の中でかなり力を入れていただいたところに、渡り鳥との関係

がございます。これは日本への鳥の渡りのルートなのですが、大きく分けて３つあって、

ちょっと見にくいのですが、こちらから来ているのがカムチャッカルートで、これがサハ

リンルートです、それから、朝鮮半島から来るこの朝鮮半島ルートという、この３つが大

きく分けてあるということです。こちらが中国における発生のマップですが、これを重ね

合わせてみますと、台湾がここにありますので、この辺のところがこの辺になります。ず

っと南の方がこっちに出てきているわけですが、朝鮮半島のルートからと考えますと、こ

このところの発生、吉林省での発生が関与しているのではないかと。この１カ所だけが、

こちらからですと鳥は飛び立ちませんので、ここからの可能性があると野鳥の会の先生が

結論づけておられます。それで、この絵にはたまたま青森とか出水と書かれていますが、

これは全然何の意味もないといいますか、白鳥の飛来地として有名だから例示してあるだ

けということですので、特に意味はございません。ご心配いただかないようにお願いした
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いと思います。

それから、山口で採れたウィルスでございまして、これが鶏以外の動物に対してどんな

症状を出すのだろうか、病原性はどんなだろうかということを調べてもらいました結果で

。 、 、 、 、あります これは まずカモに対しては カモは感染するけれども治ってしまう そして

インコは感染して死んでしまいました、そして、ミニブタはそもそも感染しなかった、ウ

ィルスをふやさないということです、それから、ハシブトガラスは感染するけれども症状

は軽かった。発生農場のそばで死んでいたカラスというのは、かなり濃厚感染をした可能

性があると考えられています。それぞれ赤字で書いてありますのは、カモとインコとミニ

ブタには鼻から接種をしまして、ハシブトガラスは口から食べさせたという実験でござい

ます。

、 、 、この結果の全体のまとめがこれでございますが 発生農場 地域の特徴につきましては

山口と大分と京都、それぞれの関連性はないということでございます。それから、ウィル

ス株の相同性、どのぐらい似ているかということですが、それぞれ似ているけれども別の

感染源による独立した発生の可能性がある。そして、病原性につきましては、鶏に対して

は非常に強い病原性を持っているけれども、カラスは感受性が高くない、カモは感染する

けれども死亡することなく耐過するということです。

それから、その他といたしまして、伝播には一定のウィルス量が必要であると、少しだ

けウィルスがあっても感染しないということで、一定の量のウィルスが必要だということ

でございます。それから、国内での弱毒株から強毒株への変異の可能性は低いとされてお

ります。もともとあったものが強く変わったんだということは、そういう可能性は低いと

されております。そして、先ほど地図をごらんいただきましたが、朝鮮半島あたりから渡

り鳥によって持ち込まれた可能性があるということ。そして、付近に生息する鳥や農場内

のネズミ、ネズミのいる鶏舎がかなりありまして、ネズミや、あるいは人の媒介、人が運

んだという可能性がある。そういうまとめになっております。

そして、このチームの報告書は、そういった結果を踏まえまして今後の課題もまとめて

いただいておりますが、まずは予防対策の徹底が重要だということでございまして、養鶏

場での野鳥対策、消毒等の徹底がまず一番大切だということでございます。それから、適

。 、 、切な情報の普及が必要であると これは 発生の前からいろいろなことを提供しておいて

正しい知識を皆様に持っておいていただくことが大切だということでございます。それか

ら、早期発見の徹底でございます。これはとにかく早く発見することが大切だということ
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でございます。それから、発生時の疫学調査の充実・強化でございますが、これは、どう

しても発生をしてしまいますとそこからウィルスを外へ広げないという防疫措置に目が行

きがちなのだけれども、やはりその後の対策を考える上で疫学調査を並行して進めること

が大切だということをご指摘いただいております。そして、国際間での連携と協力。先ほ

ど出てまいりましたように、国境を越えて飛んでくる渡り鳥の関与が否定できないという

、 。ことでございますので やはり周辺の国との連携・協力が必要だということでございます

そして、研究推進ですが、特にワクチンの開発ですとかウィルスがどのようにして強毒化

していくのかといったような研究は積極的に推進する必要があるということをご提言いた

だいております。

以上の、感染経路究明チームの取りまとめや、実際の国内での発生経験等を踏まえまし

て、私どもは、発生前、昨年の９月に用意しておりました防疫マニュアルというのがある

のですが、それを何度も見直しながら実際には対応してまいりました。ここからはその考

え方をご説明させていただきたいと思います。

昨年つくっておきましたのは、衛生管理課長名の、都道府県の関係者の方あるいは関係

団体の方、ご関係者へのお知らせという形のマニュアルでございました。ここに書いてあ

りますのは 「特定家畜伝染病防疫指針」と書かせていただいております。これは、家畜、

伝染病予防法に基づいて、広く国民の皆様に農林水産大臣がお知らせする形で公表してお

くという、そういう性格のものでございまして、これは法律改正によって新しく加えられ

たものなのですが、こういうものをつくっておくということになっております。内容自体

は既に用意しておりましたマニュアルがベースにはなっておりますけれども、あらかじめ

広く国民の皆様に知っておいていただくためのものというふうに性格は大きく変わりま

す。既にこれにつきましては何度も検討を重ねておりまして、パブリックコメントもいた

だいております。間もなくそれに対する回答をまとめまして、その後これを公表させてい

ただく、大臣の公表という形で出させていただく準備をしているところでございます。

その内容でございますが、まず、異常家きんを発見して、その通報から診断まででござ

います。異常があったということでお知らせをいただきますと、全国178カ所に配置され

ております家畜防疫員に立入検査をしていただくことになります。そして、材料を採って

きて診断のための一時的な検査を都道府県の段階でやっていただきます。さらに、つくば

にあります動物衛生研究所で確定検査をいたしまして、精密検査を行って決定をするとい

う、そういう段取りになります。Ｈの亜型を決めたり、雛に接種して病原性を調べるとい



- 13 -

うこともして決定していくということになりますが、実際にＨ５とＨ７であることがわか

ればその段階で決定されますので、下から３番目ぐらいのところで決定になるということ

になります。

そして、診断が下った後の処置でございますが、まず公表をいたします。なるべく不安

を招いたり混乱のないような形で、消費者の方々、報道の方々へのお願いとともに、都道

府県と連携をとりながら公表させていただく、国と発生県とで公表させていただくという

ことになります。特に消費者の方々へは卵や鶏肉の安全性についてご心配いただかないよ

うにというメッセージ、そして、報道関係の方には、防疫上の配慮ですとか発生農家の方

々への配慮、こういったことをお願いするということをさせていただいております。そし

て、２番目ですが、対策本部の設置でございます。農林水産省には、農林水産大臣を対策

本部長といたします対策本部が、これは何かあればいつでも立ち上げられる、いつでも動

き出せることに現在もなっております。そして、それぞれの都道府県、家畜保健衛生所、

現地でも同じように立ち上げていただいて、すぐに対応がとれるように準備をしていただ

いております。それから、現場でのまん延防止のための初動対応、ここが一番大切なわけ

ですが、発生の状況に応じまして、他の都道府県の家畜防疫員の方々にご協力いただく、

あるいは、農林水産省等からの防疫専門家の派遣につきましても、現在、３人のチームを

10チームぐらいリストアップしてありまして、何かありましたら対応できるようにという

準備を整えております。

それから、発生農場における実際の防疫措置でございますが、基本的な事項といたしま

しては、感染の広がりを防ぐ、これをまん延と言っていますが、まん延を防止するという

こと、そして防疫作業従事者、濃密に接触いたしますと人も感染する恐れがございますの

で、ここには、人に事故があってはいけないということで、感染防止をするということが

基本的な事項でございます。緊急措置としまして、病気になっている鶏はすぐに隔離をす

る、動かさない、ほかのものと接触させないということをまずいたしまして、消毒液を散

布する、そして、鶏は二酸化炭素を使った安楽死をさせまして、これまでの例では穴を掘

って埋却をするというやり方、一部は焼却をした例もございますが、穴を掘って埋めると

いうことでございます。現在、大規模な発生に備えた鶏舎での堆肥化等、海外での大規模

、 。 、なケースでの成功例がございまして これも調べてきております 日本での実施のために

さらに詰めるところは残っておりますが、具体的な検討について、少し遅れてしまいまし

たが、早急に進めることとしております。
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次に、移動制限区域と搬出制限区域のご説明でございます。真ん中に赤い点のあるとこ

ろが発生農家でございますが、ここにはウィルスがたくさんあるわけです。そして、その

周辺にもウィルスがあるかもしれないという状況でございますので、そこから鶏や卵が自

由に動いていることになりますと、これにくっついてウィルスがほかの鶏たちにうつって

しまう恐れがあります。そのことを防ぐのが移動制限でございます。このエリアに入って

しまいますと、たとえ最高水準の衛生管理をしておられるような農場でも、卵が一時的に

は出荷できなくなってしまいます。一時的に動きを全部止めてウィルスがいないかどうか

の確認、これを清浄性の確認と言っておりますが、これをいたします。そして、この清浄

性の確認のやり方は次にご説明いたしますが、これが終われば大丈夫ということ、確認が

できれば元通りに出荷されることになります。

その清浄性の確認のための検査でございますが、まず、一次清浄性確認、ウィルスの分

離をし、抗体検査もして確認をいたします。もちろん臨床症状も観察いたします。これは

発生農場における防疫措置、すべて埋却が終わって防疫措置が完了してからすぐに始めま

す。そして、第二次清浄性確認検査、これは第一次清浄性確認検査が終わった後、10日後

ぐらいから始めます。そして、移動制限の解除後の検査。これは、現在は第一次と第二次

、 、の清浄性確認検査が終わりますと制限は解除されますが 念のための措置といたしまして

その後３カ月はさらに監視を続けるということにしております。そして、もっと念のため

の措置なのですが、発生農場の経営を再開する場合には、環境中のウィルスの分離を徹底

的にやって、本当にいないかどうかをもう一度念のために確認する、そして、念のために

鶏を入れてみて確認をするということもやっていただくということにしております。これ

は本当に念のための措置ということでございますが、このような形で対応をとらせていた

だきます。

そして、病気の出た農場の鶏では手当金が出ます。そして、移動制限で売れなくなって

しまったり値段が下がってしまったといった卵や鶏肉についての損失分、これにつきまし

ては家畜伝染病予防法に基づいて、国や県から支払われることになります。そのほか、低

、 。利の融資がございましたり 経営の再開までのお手伝いができるような制度もございます

さらに、現在は鶏は対象になっておりませんが、牛や豚の制度でワクチンを使わない防疫

措置を行っていてもし発生があった場合に、今申し上げたような措置以外のところで助成

ができるという公的な仕組みもございますので、そういったことにつきましても今後は検

討していく、考え方としてはあるのではないかと思っております。
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次にウィルス分離、これは清浄性確認の中でやっていくウィルス分離の方法を書いてお

りますので、清浄性確認のときはこのようにやっていくということで、４日ぐらいかかっ

て確認をしていくと、手間をかけてしっかりと清浄性確認というものはやらせていただく

ことになりますということでございます。

次に、ワクチンの関係でございます。本日は生産者の方々が大勢お出でになっていらっ

しゃいます。鶏にもいろいろな病気がございまして、ワクチンでコントロールをしている

病気というのはもちろんたくさんあるわけでございます。そして、この高病原性鳥インフ

ルエンザにつきましてもワクチンの研究開発は進めております。現在、ワクチンの研究開

発は、これは産官学が連携をして進めていただいておりまして、国としてもワクチン開発

への協力あるいは薬事法に基づきます承認の手続きの迅速化にご協力をしている、それを

進めているところでございます。１つは、海外で既に実用化されているワクチン、これに

ついて日本として使えるものかどうかという薬事法に基づく審査を適確にいたしまして、

それをいざというときに使えるように準備をしておくということが１点。そして、国内で

も国産のワクチンができれば望ましいわけですので、これの開発にも着手していただいて

おります。そして、ワクチンの改良と迅速的な供給体制の確立を進めていこうということ

で、進めております。そして、備蓄につきましては、決して十分とは言えないかもしれま

、 、 、せんが 320万ドーズ ドーズというのは何回分とお考えいただければいいと思いますが

320万ドーズ買って、いざというときのために準備をしております。

ここでワクチンについてお考えいただきたいと思うのですが、効果の面から、一般的に

大きく分けて２つに分かれます。１つは、病原体の感染自体を防止することができる高い

効果を示すものでございます。ワクチンを打っていない場合に野外からウィルスが来たり

、 、 。しますと 打っていない鶏は死んでしまうけれども ワクチンを打っている鶏は元気です

ここに変なマークが書いてありますが、このＹの格好をしているのは免疫抗体だとお考え

ください。この水色のものはウィルスや細菌などそういう病原体です。十分に抗体ができ

ていればこれをきちんと捕捉してしまうので、ウィルスを口から出したりお尻から出した

りということはない。これは、生ワクチンであれば、すべてそうだというわけではありま

せんが、ニューカッスル病のワクチンですとか豚コレラのワクチンなどは、こういう性能

を持っていると言われております。生ワクチンというのは生きているウィルスを材料にし

、 。ているワクチンでございまして 十分な免疫をつけることができると考えられております

もう１つのワクチンでございますが、これは、病原体の感染は防止できないけれども、
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、 、 、病原体の増殖は抑えられるので 発症したり死んだりすることは抑制できる 発症の軽減

症状の軽減、そういった効果を持っているものです。これは、ワクチンを接種しない場合

は徐々に死んでしまいますが、ワクチンを接種した場合には鶏は元気ですけれどもこの抗

体が余り十分にできていないのでここでウィルスがふえて出てきてしまう。こういうワク

チン、これは不活化ワクチンで、ウィルスを殺した形でつくっているワクチン。こういう

タイプのワクチンは、一般に、感染を防ぐことができない、症状を抑えるワクチンだと考

えられていまして、現在実用化されている鳥インフルエンザのワクチン、この病気のワク

チンはこちらのタイプに属するということでございます。

そして、これはそういうワクチンを使っている場合の状況を絵にしておりますが、ワク

チンを打っておきまして感染をした場合、野外からウィルスが入ってきた場合に、このワ

クチンですとウィルスを排泄する恐れがある。ここですぐに発見できればいいのですが、

それが遅れてしまいますと、これはほかの鶏群にうつって、常在化していく恐れがありま

す。そうなりますと、インフルエンザのウィルスというのはもともと変異しやすい性格を

持っておりますので、少しずつ抗原性がずれていくといいますか、だんだんワクチンが効

かないような形に変わっていく恐れがある、ついにはワクチンが本当に効かないようなウ

ィルスができてきてしまうことがあり得る、ここで早く見つけることができなければそう

いうことが起こるということでございます。

現在あるワクチンはそういった性格を持っておりますので、ワクチンの接種につきまし

て現在私どもが持っております考え方は、国際的な防疫原則、国際的な考え方に従いまし

て、基本的には、移動制限の実施、迅速な発見ととう汰（殺処分）によって、本病の撲滅

を図る、これが基本的な考え方と思っております。そうはいっても、移動制限区域、先ほ

どご説明しました区域の中で複数の農場で発生をして、飼養鶏の迅速なとう汰がうまくい

かないような場合、こういった判断がなされた場合にはワクチンの使用を検討しなければ

ならないだろうと、そういう事態になったときは使うということを考えております。ワク

チンを使用した場合には、先ほどご説明いたしましたように、そのままにしておきますと

野外からの感染があったときにわからなくなってしまうという恐れがありますので、ワク

チンを使用し始めた場合、これはすべての接種鳥がいなくなるまでの間モニタリングを続

けなければならないと考えております。モニタリングというのは、ワクチンを打っていな

ければ鶏の症状を見ることによって病気の入ったことが確認できますが、ワクチンを打っ

ていますと見かけは元気ですので、それを確認するためには血液を採ったり、かなり頻繁
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に実験室に血液を持ち帰って検査をするというような検査の仕方が必要になってまいりま

す。もしワクチンを使った場合には、その鶏がいなくなるまでこのモニタリングを継続し

なければならないと考えております。ですから、まずは１の対策をとり、万一のために使

えるワクチンを用意しておいて、使うときにはしっかりした監視の下でという考え方で準

備を進めているところでございます。

まとめでございますが、平時から進めておくべきこととして、１つは緊急時の連絡体制

で、すぐに情報が流れるような形をいつでもつくっておく、そして、初動防疫の体制を準

備しておいていつでも動き出せるようにしておく、それから情報発信の進め方、いざとい

うときに慌てないようにしておくということです、そして、市町村、地元の市町村ですと

か関係機関等の協力が必要になりますので、これも平時から協力体制を確認しておくとい

うこと、そして、ワクチン等の注射器ももちろん必要になりますので、防疫資材の調達手

段を確保しておくこと、そして、焼埋却の実施の段取りを考えておくということ、こうい

ったことが必要だと考えております。

これらのことにつきまして、先月、22日に、全国の家畜防疫担当者に集まっていただき

まして、会議を開きました。お互いに確認をしております。私どもは本当は全国的な大き

な演習ができればと思っておりましたが、ちょっとそれはかないませんでしたが、全体の

意思統一はさせていただいております。私どもの方でさらに足りないところを検討してお

く、準備しておくことも必要なのですが、それと並行して、地域で、都道府県あるいは地

域の段階で防疫演習をやっていただいたり準備を進めていただいて、いざというときに備

えていただくということとしております。

そして、情報発信の進め方のところでございますが、消費者や国民の方々、そして、消

費者だけではなくて、その中間に携わっていらっしゃる方、流通ですとか加工に携わって

いる方々に情報をあらかじめお知らせしておく、あるいはマスコミの方々にも引き続きご

協力をいただきながらいろいろな情報をお知らせしておくことをこれからもさせていただ

きたいと思っております。

そして、これが一応最後なのですが、発生予防・まん延防止対策の提言です。これはち

ょっと出典が書いてございませんけれども、先ほどご紹介させていただきました、感染経

路究明チームの報告書の最後の「提言」の部分から抜粋をしております。ここでございま

すが、ちょっと読ませていただきます 「人を含めて、動物は、決して無菌的な環境下で。

生きているわけではない。しかし、衛生管理を徹底すれば、たとえ国境なき伝染病である
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本病といえども予防は可能である 」ということでございまして、この報告書は非常にい。

ろいろなことが書いてあります、大変参考になると思います。現在、農林水産省のホーム

ページに全文を掲載中でございます。詳しくはぜひご参照いただきたいと思います。

それで、終わりだと申し上げて、まだですみません。これは、本当にこれでおしまいで

す。あと２枚だけごらんいただきたいと思います。

鳥インフルエンザの特徴でございますが、これは種の特異性、インフルエンザには種の

特異性というものがあります。人と鳥とは異なるインフルエンザウィルスの受容体を持っ

ています。受容体というのは、生き物の側が持っている受け皿みたいなものだと考えてい

ただければいいのですが、人は、例えば三角の受け皿を持っているとすると、三角のウィ

ルスが来れば取り込むことができます、だけれども、鳥のウィルスは丸なので三角の受け

皿では丸のウィルスが受けられないということで、簡単に申し上げるとそのようなことな

ので、よほどたくさんの丸のウィルスが来ないと人の三角の受容体では取り込めないとい

うことになります。そういう関係であるということが１つ。そしてもう１つは、インフル

エンザウィルスというのは酸にとても弱いということがございます。普通に召し上がって

いただいて胃の中に入ってしまえば胃液で不活化される、死んでしまうということがあり

ます。

それで、これで本当に最後になりますが、こういった特徴から、万が一、鶏肉や鶏卵に

鳥インフルエンザウィルスがついていたとしても、これらを食べることによってヒトが感

染することは考えられないと思っております。実際には、先ほど来ご説明いたしましたよ

うに、鳥への広がりを抑えるための措置をいろいろとりますので、ウィルスがくっついて

いるような鶏肉・鶏卵というのは出回らないわけですが、万が一そうだったとしてもこう

ですということでございます。そして、鶏卵・鶏肉を食べることによって、鳥インフルエ

ンザウィルスに感染することは世界的にも報告されておりません。したがいまして、鶏肉

・鶏卵は安全だと考えておりまして、これは食品安全委員会の方でもこういうご見解をお

持ちでございます。

以上でございます。どうも長時間ありがとうございました。

○姫田（農林水産省）

皆様方も長時間ありがとうございました。

そういたしますと、今の資料についてご理解をいただいたということで、まず、意見交

換に入ります前に、今の説明に対して、もう少しここを説明してほしいとか、わからなか
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ったというようなところがございましたら、ご質問を受けたいと思います。時間を有効に

活用する観点から、まことに申しわけありませんが、１人２分以内で簡潔にご質問願いた

いと思います。まず、ご発言に際しましてはお名前と、差し支えなければご所属をお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。２分経ちましたら事務局の方で鐘を

鳴らしますので、よろしくお願いいたします。

では、どうぞ、どなたからでも結構でございます。

では、そちらの方、そしてそちらの方という順番で。

○梅原（事業者）

日本養鶏協会の梅原でございます。今のご説明で、言うまでもなく大変恐ろしい病気で

あると、だからいろいろと対策を立てなければいけないと、よく理解できました。

まず、感染経路のところなのですが、ここで、感染鳥類と接触及びウィルスに汚染した

物品との接触でうつるんだということが書かれておりますが、今までの、喜田先生をはじ

め、いろいろな先生方の話を聞いてみると、そう簡単にうつるものではないよと、特に鳥

からうつるという可能性は少ないんだというようなことが１つ前提になっている気がして

。 、 、 、しようがないんです ところが この説明の中でも最後のところで 朝鮮半島から移って

しかも山口、大分とは別々だということを言われております。

我々は渡り鳥が国境を越えて入ってくるのではないかということを一番心配しているの

、 、 、ですが その辺の感染に関するいわゆるリスクというか どういう見解になっているのか

そんなに大したことはないのか、そう簡単にうつるものではないというお考えなのではな

いかと、だから最後には大変な病気であるけれども消毒で何とかなるよという結果に至っ

ていると思うのですが。私どもとしてはやはり渡り鳥が一番心配で、いつどこで入ってく

るかわからない、したがって、消毒だけでは幾らやったっても限界があると、だからこそ

ワクチンが必要だと思っているので、ワクチンの是非につきましては後ほどご意見を申し

上げますが、その辺の基本的な見解はどのように考えていらっしゃいますか。

○姫田（農林水産省）

どうもありがとうございました。

それでは、そちらの方、お願いいたします。

○大松（生産者）

千葉県の愛農生産組合の大松と申します。

栗本さんの今のご発表の中で、疫学調査ということでネズミとか渡り鳥とか野鳥とかウ
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ィルスの分離は大体様子がわかりますけれども、この鶏自体の疫学調査というのか、鶏種

間の相違の問題、育成・成鶏管理の問題、特に餌との関連性、血液で、血液のミネラルと

かそういうバランス感の中での感染しなかった場合と感染した場合、そういう調査はどの

程度やられているのでしょうか。

○姫田（農林水産省）

ほかはございますでしょうか。

では、後ろの方に手を挙げられた方がいらっしゃると思うのですが。

○水村（生産者）

アキタの水村と言います。

ご説明はよくわかりました。ただ、１つ質問をしたいのですが 「ワクチン接種の問題、

点」というスライドの中で、ワクチンの接種をしてもウィルスを排泄する、排泄されたウ

ィルスが感受性の鳥に――これは感受性なのかワクチンを接種したというのかわかりませ

んが、これに感染をする、このサイクルを繰り返して常在化をするというようなご説明で

したが、そのような理解でよろしいでしょうか。それが１点。

それからもう１つは、感染をするという一番最初のお話ですが、これは、ウィルスの量

というのはどの程度の量なのか、野外のウィルスのレベルというのはどのぐらいの量なの

か。例えば、一番よくわかりやすいのは、実験感染で10 というウィルスの量で実験感染6

をさせるとウィルスの排泄は多少ありますよということですが、野外でこういうことが起

こるレベルというのはどのぐらいのウィルス量を想定されているのでしょうか。

○姫田（農林水産省）

それでは、まず最初の梅原さんの感染経路ということについて、寺門先生からお願いし

ます。それから、千葉県の方からいただいた鶏の餌や形成などということも含めて、寺門

先生、お願いできますでしょうか。

○寺門（学識経験者）

寺門でございます。今回、感染経路の究明チームの座長を仰せつかって、報告書をまと

めた本人として発言いたします。

最初の渡り鳥関係をどうとらえるのかというお話ですが、私どもの報告の中でも入れて

ございますが、やはり現場を見させていただき、これまでの経過を見ていきますと、１つ

の可能性として、渡り鳥によってウィルスが持ち込まれる可能性があるという形で報告は

まとめております。ただし、可能性はあっても、それが直接家きんの世界にすぐに入り込
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むのかということは、警戒心の強い野鳥が鶏舎の中に直接入り込むということはまずあり

得ないと、これは野鳥の専門家のお話もそうなっております。したがって、ウィルスが持

ち込まれた後に二次汚染されたもの、これには人も含めていろいろな野生動物が考えられ

ますが、それらによって鶏舎の中に持ち込まれたのではないかと、そういう可能性が一番

考えられるわけです。

それから、今回現実に発生のあった山口、京都の場合、大分の場合はチャボでしたが、

ほとんどが辺ぴな場所で山に囲まれており、また、野生との接触が極めて起こりやすい場

所での発生であったということです。現実にその周りには野生の水禽類をはじめ野生動物

が目撃されておりますし、周りには野生動物の糞便などが落ちているようなところも見さ

せていただきました。そういう面では極めて野生動物との接触が容易な場所で発生してい

るということを考えますと、野生動物などを介した可能性が高いのではないかと。さらに

発生のあった農場の場合を見ていると、日常的な衛生管理に不備があったのではないかと

いうことも実は報告書の中に入れてございます。したがって、きちんと日常的な衛生管理

というものが行われていればまた別な結果になったのではないかと、個人的にもそのよう

な感想を持っているわけでございます。

それから、２つ目のお話はちょっと私も、そこのところは今回の調査では調べておりま

せんし、鶏種によって抵抗性が違うかどうかというようなお話も、私はそこのところは専

門外でわかりませんので、お答えできません。

○姫田（農林水産省）

もう１つ、感染するときのウィルスの暴露量はどのぐらいかというようなことを。

○寺門（学識経験者）

、 、これは感染実験を動物衛生研究所でやっていただいたのですが 単純に申し上げますと

山口の株では、300個程度のウィルス量でもって感染は起こるという成績が得られており

ます。ということは、大変ウィルスの病原性は強い、今回のウィルスはまさしく高病原性

であったということが、動物衛生研究所での感染試験の結果から考えられます。この点に

関しては、動物衛生研究所の山口部長がお見えになっていますから、補足をしていただけ

ればと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、もし補足があれば、動物衛生研究所の山口部長が会場にお越しでございます

ので、お願いできますでしょうか。
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○山口（行政関係者）

動物衛生研究所の山口です。

日本の山口県で発生したウィルスを使って鶏での感染実験をやりました。先ほどのどの

ぐらいのウィルスがあれば感染するかとの質問に対する答えについては、寺門さんから回

。 、答があったとおりです 実験感染で糞便中にどれだけウィルスが出てくるかを調べており

糞便中には１ｇ当たり1,000万～１億個ぐらいのウィルスがあるという結果です。そのう

ちの300個ぐらいが鼻に入れば、口に入ってもそうかもしれませんが、感染するというこ

とです。従って感染した鶏の糞便はほんの少量でも、鶏から鶏に感染する力を持っている

という結果でした。

○姫田（農林水産省）

どうもありがとうございます。

あと、ワクチンを接種した場合についての常在化という考え方について、河岡先生、よ

ろしゅうございますでしょうか。

○河岡（学識経験者）

ワクチンを接種した場合に常在化するかどうかというのは非常に難しいのですが、どう

いうことが起こるかというと、ワクチンを接種しても多くの場合は、先ほどお話がありま

したように、不活化ワクチンの場合には感染そのものを完璧には抑えないのです。そうす

るとどういうことが起こるかというと、症状はないのだけれどもウィルスを出している鶏

が存在してくる。それはなぜよろしくないかというと、その鶏はいいのですが、ワクチン

を打っていない鶏がいると、それは感染するわけです。そういう状態あるいはワクチンを

打っていても感染するということで、症状はないけれどもウィルスがいるという期間が長

くなる。常在化というのは必ずしも正しい言葉ではなくて、ずっといるというのではなく

て、ウィルスがいる期間が長くなると、そういうことです。

○姫田（農林水産省）

ありがとうございます。

それぞれのご質問、千葉の方のご質問については十分お答えできていないのではないか

と思うのですが、すみませんが直接先生方にお願いしたいと思っております。あと、お二

方はよろしゅうございますでしょうか。

今、手が挙がっておりますので、意見交換は後で入りたいと思いますので、ご質問とい

うことでございましたらよろしくお願いいたします。
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では、ご質問ということでそちらの方。

○木野村（消費者）

千葉から参りましたＮＧＯの木野村と申します。

この資料の３ページについてご質問をしたいと思います。まず、アジア地域で死亡例が

出ています。死亡例というのは、結局は接触型なんだと、食べることによっては大丈夫な

んだというようなご説明だったのですが、そうすると、食べることがいいということにな

れば卵でも肉でも安心して食べられるということで、そういうふうに単純に消費者として

は考えられるわけですが、接触型となりますと、例えば養鶏場の従業員のような接触なの

か、あるいはイヌやネコのようなペット的な接触なのか、あるいは、そうではなくて、空

気中の大気や水を通じての接触なのか、その辺がどうなのかと。食べても大丈夫なのだけ

れども、これだけの東南アジアで死亡例が出ていますと、死亡例は果たして鳥インフルエ

ンザが原因なのかどうか、あるいはそのほかにも原因があったのかどうか、その辺をお伺

いしたいと思います。

○姫田（農林水産省）

ありがとうございました。

それでは、その前の方、お願いします。

○広田（事業者）

丸トの広田と申します。

先ほど、移動制限と制限による影響に対するお話があったのですが、前回発生の時点で

は移動制限区域は30キロということだったと思います、それから、期間も１カ月以上にな

って、ブロイラーの飼育場等をやっておりますと、その範囲内に入ると、雛が入らない、

出荷ができない、約２カ月間営業ができないような状態に陥るわけです。業者の中では、

このような事態に陥れば完全にもう倒産だというような話が出ているわけです。それで、

移動制限に対する補償というのは最初は入っていなかったと思うのですが、なかったとい

。 、 、 、うことだったと思います あの時点で やはり届出が要るとか 迅速な対応といいますが

その会社自体が、このことを受けたら全部つぶれてしまうんだという、そういう意識で届

出もできないという状況だったと思います。ですから、今回はこういうように移動が10キ

ロになった、補償もある程度はするんだということであればもっと広く公表して、致命的

なことにはなりません、ぜひ早く届けてくださいということをもっと広く伝えていただけ

たらありがたいと思います。
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○姫田（農林水産省）

ありがとうございました。

それでは、まず最初の、人への感染性について、谷口先生からお願いできますでしょう

か。

○谷口（学識経験者）

感染症研究所の谷口と申します。

これまでタイ、ベトナムで報告されている――すべて詳細を全世界に向かって報告でき

るわけではないので、非常に詳細なこと、つまり１例１例のデータを全部把握しているわ

けではありませんが、少なくともこれまでのいくつかの情報も含めて知り得る限りでは、

食べて感染したという記載は１つもありません。ほとんどの場合には、例えば庭で飼って

いて亡くなったものだから、それを扱った、あるいは羽をむしった、あるいは闘鶏の鶏を

飼っていた人などの場合には、非常に大事に育てていて、咳をして痰が出で苦しそうなの

で口でその痰を吸ってあげたとか、非常に濃厚な接触によってこれまでのところは感染し

ていると報告されております。

○姫田（農林水産省）

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、まず、移動制限や補償についてもう一度、栗本さんから補足説明をお願いし

ます。

○栗本（農林水産省）

余り丁寧にご説明しなかったのですが、もともと私どもが用意しておりましたマニュア

ルでは、先ほどお話がありましたように、移動制限は半径30キロにかけさせていただき、

28日間そのままで止めさせていただくというやり方を、ちょうど山口の場合はそういう形

でやらせていただいておりました。その後、大分の場合には、発生の態様が違うといいま

すか、小規模な発生だったということもありまして、そこから、できるだけ制限の時間を

短くできるように、移動制限をかける区域についてもできるだけ狭くできるように必要最

小限ということで見直しをしてまいりまして、現在の防疫指針、もうすぐ出す予定にして

おりますものでは、原則半径10キロにしまして、発生の状況に応じて５キロ～30キロまで

必要な移動制限をかけさせていただくということにしております。

先ほどもご説明いたしましたが、清浄性の確認を一次検査と二次検査の二段階に分けま

して、できるだけ早い期間で、最小限の期間で移動制限を解除できるようにしております
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ので、先ほど１カ月という話がありましたが、１カ月動かせないということは今のところ

は恐らくないと思っております。できるだけ早く解除できるような方向で検討しておりま

す。

これも余り詳しくご説明していないのですが、一定の要件を満たしたような卵、そうい

うものについて、例えば加熱をするために保管、移動させるような場合は、一定の衛生措

置がきちんととられていれば移動制限期間中でも動かせる例が出てきていますので、そう

いうことについては個別にいろいろな条件を満たさなければいけないのでこれからよく整

備をしておかなければいけないのですが、必ずしも全然動かせないということではないと

いう方向で、必要最小限の対応をとらせていただくという方向で運用していく予定でござ

います。

補償につきましては、先ほどちょっとご紹介いたしましたのは、ウシとブタにつきまし

ては、ワクチンを使わない防疫措置をとっているという、そういう病気が発生したときの

対策があるわけですが、公的な支援をしているものがあるのですが、これと同じことがで

きるのではないかということで、検討はしてみたいと考えております。具体的にはそれほ

どまだ考えている状況では、そこまでは至っておりませんので、具体的な内容については

ここではご説明できません。

○姫田（農林水産省）

まず１つは、そういうことについて決まれば、もっと積極的に生産者の皆様が安心して

届け出られるようにということを、よく周知徹底、何かもっといろいろな形でＰＲしてい

ただけるということですね。

、 、 、 、それから ２つ目の補償というのは 現在 移動制限によるブロイラーなどの損失補償

基本的な補償というのはあるわけですよね、いわゆる殺処分とか何かについての補償はご

ざいます。

ご質問された方、よろしいでしょうか。

○広田（事業者）

移動制限はないのでしょうか。

○栗本（農林水産省）

それでは、もう一度補足します。

発生農場で鶏の処分をされた場合、発生農場については鶏の評価額５分の４の手当金が

出されます。移動制限によって卵が売れなかった、鶏が出荷できなかったことによってそ
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の価値が下がってしまったとき、その損失分につきましては、都道府県が助成する額の半

分を国が出すと法律を整備させていただいております。都道府県と国が損失の出た分につ

いては助成をさせていただくという、それが家畜伝染病予防法の改正によって措置されて

おります。

○姫田（農林水産省）

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、後ろの方、どうぞ。

○杉田（事業者）

日本卵業協会の杉田と申します。

先ほど移動制限の話があったのですが、全く鶏を飼っていないいわゆるＧＰセンター、

そういうところの場合も、病原菌には関係ないと思うのですが、その辺のところはどうな

のでしょうか。鶏を飼っていれば移動制限なり一時的な検査というのはある程度仕方ない

かもしれませんが、生き物がいないＧＰセンターだけの場合、あるいは加工処理工場の場

合、どのような考え方をすればいいかということです。よろしくお願いします。

○姫田（農林水産省）

ほかにはございませんでしょうか。

そうしましたら、そちらの方、そしてそちらの方という順番にしたいと思います。

○高田（事業者）

株式会社ウチナミの高田と言います。

寺門先生に、山勘でいいのですけれども、このカムチャッカルートでも渡り鳥が来ると

いうようなことで、青森と出水がここに出ているのですが、私は何となく西の方が今回の

事例では非常に危ないと思っています。北の方の養鶏場さんは、どちらかというと、危機

感はあるのですが、ちょっと温度差があります。今後発生する確率というのは青森も西の

方も同じと思われているのかどうかなのですが。

○姫田（農林水産省）

そうしましたら、そちらの方までご質問をいただいて、それで答えをお願いしたいと思

います。

○梅原（事業者）

栗本課長にちょっとお聞きしたいのですが、先ほどの寺門先生の話だと、やはり今回は

渡り鳥が持ち込んだ可能性があるんだと、ただしそれは二次感染で広まったのではないだ
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、 、 、ろうかと そして ３例を見ると野鳥との接触があるようなところだというようなお話で

そういう場合でも接触させなければ大丈夫なんだという話ですが、私も全くそうだと思い

ます。だけど、問題は、現状の日本の養鶏場の実態がどうであるかということだと思いま

す。バイオセキュリティーの強化というのは話ではわかるのですが、はっきり言って全国

の養鶏場はぴんからきりまであって、平飼いもあれば湖の隣で放し飼いをしているところ

もあるわけです。そういう状況で空から飛んでくるそれを消毒だけで本当に防ぎきれると

思っているのかどうかというところを、ぜひ行政の立場から見解をお聞きしたい。

それから、補償のお話をおっしゃいましたが、要するに、ワクチンをやらなければ補償

も考えると。今、ワクチンは許可されていないわけですね。民間団体ではもう既に互助基

金を始めているわけですから、やはり発生した場合にその補償があれば申告はしやすいわ

けですから、もうぐずぐず言わないで、すぐに少なくともブタ、ウシ並みの補助はしてい

いのではないかと思います。私どもは永久にワクチンを使わせろなどとは言っていないの

で、今の状況の中では必要だろうと言っているので、どうもその辺が理解できないので１

つ課長にご質問します。

○姫田（農林水産省）

これは後のワクチンのところでの議論になるかと思います。どちらかというと今のはご

意見だと思っておりますので、前半の部分はお答えするということにして、梅原さんの後

の部分は後半の意見交換のところでさせてください。

では、ご質問をどうぞ。

○中村（事業者）

養鶏協会の中村と言います。

梅原さんがおっしゃったことですが、私の近くには約1,000平米の沼がございます。そ

こでは村の人たちがアヒルではなくて白鳥を飼育しておりまして、20年のうちに100羽ぐ

らいふえました。カモがその３倍ぐらい来ております。それで、何とかならないかという

ことで行政といろいろと相談をしましたら、先ほどの例ですが、これは環境省の問題とか

厚生省の問題とか、いろいろな村に意見を聞かなければいけないとかということで、一言

で言うと、さっきおっしゃったようなことはできないんです。それはどう思いますか。現

在どうなっていますか。現実にそういうことはたくさんあります。うちの場合は北上川と

言いまして、川にもたくさん白鳥が来ておりますし、カモも来ております。したがって、

おっしゃることは現実には不可能な話なんです。そこで、本気になっているのか、そこを
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聞きたい。

○姫田（農林水産省）

それでは、答えに入りたいと思います。

まず、１つは、栗本課長からお答え願いたいのですが、ＧＰセンターやいわゆる加工場

の場合は、移動制限などその辺についてはどうなるかというご質問です。それから、現実

には現在の養鶏場の現状などから十分に防ぎきれるのかということについて、もう一度寺

門先生からお願いしたいと思います。それから、寺門先生には、カムチャッカルートとい

う話があって、勘でもいいということだったので、もしここでお答えにくかったら直接ご

本人に後でお答えいただくかどちらか、それは先生に選んでいただきたいと思います。

では、栗本課長からお願いします。

○栗本（農林水産省）

ＧＰセンターの取扱いについてお答えしたいと思いますが、これは、制限区域における

規制について、消毒ポイントにおける車輌消毒の徹底等、こういったことが前提になりま

すが、移動制限区域内におけるＧＰセンターあるいは液卵加工場など、そういったところ

については移動制限区域外から直接搬入されたときの卵のみを取扱う場合は、一たんは止

めますけれどもすぐに再開していただいていいだろうという考え方でございます。

それから、移動制限区域内の家きんの卵についてでございますが、清浄性が確認された

場合には、移動制限区域内のＧＰセンター等への直接搬入はできるというようにしており

まして、現在、最終的に詰めております防疫指針の中にこういった移動制限の例外措置を

具体的に書き込むようにしており、いろいろなケースについて書き込みをしていくつもり

。 、 、でございます あとは実際に動かすときの衛生対策 外側の外装の消毒をどうするかとか

それぞれのＧＰセンターの衛生水準みたいなものにつきましては、現地の方の家畜保健衛

生所あるいは保健所の方とご相談いただくということになると思いますが、その辺は私ど

もの方で防疫指針を公表するのに合わせて細かくそういったことも情報提供させていただ

く予定でおります。

それから、現実には不可能ではないかというご指摘でございますが、基本的には国際的

な考え方も同じだと私どもは理解しております。まずは早期発見、摘発・とう汰で対応し

ていただきたいと思っております。実際にどこまで工夫ができるか、いろいろな農場の形

、 、態 飼い方もいろいろあるということはある程度わかっているつもりでおりますけれども

実際には地元の保健所、家畜保健衛生所の方がご相談をいただくなりして、できるだけの
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対応をしていただきたいとお願いしたいと思います。

○姫田（農林水産省）

現地を見られて、いろいろとご指摘をいただいた、寺門先生、いかがでございますでし

ょうか。

○寺門（学識経験者）

まず、先ほどのカムチャッカルートの件なのですが、私もこちらの方の専門ではないも

のですから野鳥の専門の調査員のお話ししかご紹介できません。１つは、いろいろなルー

トがあるわけですが、こういうルートで入ってくるものには、まず、高病原性のものはほ

とんどないといわれています。その手のものが持ち込むのはすべて弱毒ウィルスとされて

います。ただ、私どもは今回の調査の中で、日本における発生は、あらかじめ弱毒なもの

が入り込んでいて、それらが変異を起こして強毒になったとは考えられません。となると

やはり強毒のものが直接何らかの形で入り込んできてたのではないか。その強毒のものが

どこから来たのか。我々の考えでは、遺伝的性状から考えると、やはり朝鮮半島が一番近

いのではないかと、そういう可能性があるのではないかという形で報告書をまとめている

わけです。

あと、感染実験などで、カモ類は強毒なものを接種しても耐過してしまうという成績も

あることから、そういうものが実際に強毒なものを持ち込んでくるということも否定はで

きないのではないかと、私ども究明チームは考えたわけです。

ただ、そうしますと、インフルエンザが発生しているところからのルートはどのルート

であれ、気をつけておく必要はあるだろうということになるわけです。では、カムチャッ

カルートはどうなんだと。このルートの中で、もし仮に強毒ウィルスによる発生地帯がど

こかにあるのならば、可能性としては気をつけなければいけないだろうし、そういう情報

などをよく知っておくことも必要だろうと思います。ただ、今の時点で、カムチャッカル

ートでの可能性はあるのかと言われれば、それは、ないとも言えないし、あるとも言えな

いというのが、お答えといわざるをえません。

それから、ため池なりそういうところにいつも野鳥がいるが、そういうものをどうした

らいいのか、環境省の問題ではないかというお話がありました。要するに、そういうもの

を家きんとなるたけ接触させないようにするための手段として、物理的防鳥ネットの話も

あるでしょうが、それもできないのですか。

○中村（事業者）
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できないんです、白鳥に餌をやっていますから。ですから、栗本課長はおっしゃいます

が、保健所に行って相談してもだめ、お国の方と相談しないといけないというのが大体現

場の意見なのです。そういう現実的な問題で、ほとんど不可能なことをあなた方はできる

できると言っていますけれども、世間体で徹底してやると言っても不可能ですよ。ある養

鶏場が問題になったと思いますが、もしあれだったら行って見てきてください。よくわか

ります。

○寺門（学識経験者）

、 。その点については私もお答えができませんので 保留をさせていただきたいと思います

○姫田（農林水産省）

今の件について、栗本課長お願いします。

○栗本（農林水産省）

確かに白鳥自体をどうしようもないというのはおっしゃるとおりだと思うのですが、白

鳥と中村さんのところの鶏舎を隔てている何か、あるいは鶏舎の方を防鳥ネットで防御す

るとか、そういう手立てというのは全くとれないのでしょうか。

○中村（事業者）

そんな安易に、東京ドームを何カ所もつくるようなものですよ。不可能ですよ、そんな

ことは。わからないからそんな空想を言うのであって、私のところでなくても関東にも結

構あるから近いところを見てくださいよ。不可能なことを言っていますよ。

○栗本（農林水産省）

少し後でお時間をいただければ、状況をもう少しご説明いただいて、ご相談をさせてい

ただければと思います。

○姫田（農林水産省）

どうでしょうか、大分ご質問が出ているのですが、そろそろ意見交換に入って、お時間

も大分来ておりますので、意見交換の中でご質問をされることは全然構わないので、今の

時点からとりあえずワクチンを除いた部分での意見交換に入りたいと思います。そのとき

にご質問されることは別に構わないですし、お答えすることもしますので。

今、手が挙がったそちらの方、そして後ろの方で、お二方挙がっております。私から見

て向かって右側の方、左側の方の順番でお願いいたします。

○発言者名不明

私から先に。
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今の質問とお答えの延長線上でございますが、現場がよくわからないからと、中村さん

はおっしゃったのですが、僕はやはり防疫措置ということで今おっしゃっていることは現

実に不可能だと私も思います。ということは、現実に不可能だからこれはやむを得ないと

いうように１つ考えるのかということはあるのですが、可能な部分というのもあると思い

ますが、不十分だと思います。そういう意味からいって、さっき課長がおっしゃったよう

に、基本的な防疫対策というのは早期に移動制限をかけて徹底的な摘発・とう汰を行うこ

となんだと、これは世界的な考え方なんだとおっしゃっているのですが、たとえそうだと

すれば、これは行政処分で、発症する可能性は排除できない、だから感染するかもしれな

い、そして発症する、その場合には摘発・とう汰をするんだというのが基本方針であると

すれば、行政処分なのだから十分な補償をするということがなければその前提というのは

成り立たないと思います。その辺については現状の対策というのは非常に不十分だと思い

ます。

今回の対策で、摘発・とう汰、届出をしないのはけしからん、罰する、罰金も懲役もか

けて罰則規定も強化している。幾らかの補助はする、援助はするということなのだけれど

も、これは非常に不十分です。我々には何の防疫対策も防御もできないのに、摘発・とう

汰だけでやれということは十分な補償をするということだと思うので、その辺のお考えを

聞きたいと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、そちらの方。

○柘植（生産者）

広島県から来ました柘植と申します。

今後の課題のところで、養鶏場での野鳥対策、消毒等の徹底というのがありますが、先

、 、 、 、ほど来から意見が出ているように 養鶏場周辺というのは 今の状況で 野鳥もいますし

当然各家庭のペットもいますし、それと今は合鴨農法というのもあります。そういったと

ころの消毒徹底もされるのでしょうか。

それと、鶏舎の中にウィルスを持ち込まないというのは養鶏場の責任と感じられるので

すが、そうしたら日本の国の中にウィルスを持ち込まないというのは国の責任なのでしょ

うか。

○姫田（農林水産省）

それでは、次のそちらの方、お願いします。
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○発言者不明

ワクチン接種の問題点について聞きたいのですが。ここで確認なのですが、今の話によ

りますと、ワクチンを接種すると、不十分な免疫であるから、ウィルスを幾分かお尻と口

から排泄すると、それが常在化につながるという話になっておりますが、もし十分な免疫

ができてウィルスを鳥がお尻とかから排泄しなければ、逆にこの問題点は解決すると解釈

。 、 、 、してよろしいのでしょうか 要するに 問題点を解決するということは 常在化しないし

他の鶏群にまん延しない、そして広がらないと解釈していいのかどうかを確認したいので

すが。

○姫田（農林水産省）

、 、 、 、それでは ちょっとここで切りまして この後 答えないといけないことを答えますが

大分生産者の方からのご質問やご意見が多くなっておりまして、我々は本日は２つの趣旨

で意見交換を進めることを考えております。まず１つは、消費者の方々の不安など、そう

いうことを解消するということも含めて、ご質問や意見交換を行いたいということがあり

ました。そして、生産者の方々のご不満もいっぱいあるだろうということもありました。

それで、しばらく答えました後の、次の当て方は、消費者の方々を中心に当てたいと思い

ますので、ぜひお手を挙げてご質問を、この際聞いておきたいことというようなこと、ご

不満や不安でも何でも結構でございますので、ぜひお願いしたいと思います。

まず、先ほどからの、現実的な話としてのハザードはうまくできるのかということと、

具体的には、小さな養鶏場とか合鴨農法などについてどうするのかというようなこと、補

。 、 、償が不十分ではないかというようなことがありました それについて栗本課長に そして

ワクチンの常在化の話ですが、河岡先生と、それというのは国自体の公益方針にもかかっ

てくるのかと思いますので、河岡先生の後にまた栗本課長ということでお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○栗本（農林水産省）

難しいご意見をいただいておりますが、家畜伝染病予防法のもともとの考え方を申し上

げますと、やはりいろいろな職業を営んでいらっしゃる方にそれぞれ何らかのリスクがあ

るということがあって、動物を飼っていらっしゃる方にもそれなりのリスクがあるという

、 。 、ことで ある程度の受忍の範囲というのは考えられていたということがございます 今回

山口での発生があったとき、家畜伝染病予防法上は、移動制限によって被害が出たとき、

損失が出たとき、それを手当するという考え方がこの法律の中にはございませんでした。
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、 、これは受忍の範囲であるという考え方が古くからあったということがございまして 今回

この発生を契機にそこのところを見直して、移動制限によってある損失が出たときはそこ

を手当しようという、そういう考え方が新しく導入されたところでございます。これは大

きな改正だと考えております。

それから、養鶏場の周辺にいろいろな鳥がいるというのはおっしゃるとおりでございま

して、養鶏場の方はしっかりとしたバイオセキュリティーを講じていただいても、そうで

ない鳥が周りにいるというのは現実的にそうだと思います。それぞれの鳥を飼っていらっ

しゃる方に対しては、ことしの３月の何日だったか忘れましたが 「国民の皆様へ」とい、

う、私ども農林水産省と食品安全委員会と厚生労働省と環境省との連名で国民の皆様に向

けたお手紙のようなものを出させていただいておりまして、家庭で飼っている鳥、学校で

飼っている鳥についてどうしたらいいかということをまとめて書かせていただいておりま

す。ホームページにも掲載されておりますので、この形で家畜保健衛生所等が現地での指

導をしてくれている、あるいは飼っている方がご注意をいただきたいと考えております。

この場にもし鳥を飼っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひご協力をお願いし

たいと思います。

それから、海外からの持ち込みということにつきましては、動物検疫の世界でできるだ

けの対応をさせていただいております。現在、発生がわかった国からは、直ちに家畜伝染

病予防法に基づいて、生きた鶏はもちろんですが、鶏肉の製品の輸入をすべてストップさ

せていただいております。これが１つ、鶏肉の輸入を止めるということが、鶏肉がもしか

すると危険なのではないかと、食べ物として危ないのではないかという、そういう誤解を

生んだりもいたしましたが、これは家畜伝染病予防法に基づいて輸入を止めているのであ

って、食品衛生法に基づいての措置ではございません。これは、人の食品の安全性の観点

ではなくて、鳥に対する病気の侵入を防ぐために輸入を止めております。これはわかった

時点ですぐに止めるということを徹底しておりまして、現在、家きん以外の鳥、ペットで

輸入されるようなインコやオウムなど、これにつきましても発生国からは入れないという

運用をしておりますので、海外からの持ち込みについてはできるだけの対応をしていると

ころでございます。

○姫田（農林水産省）

それでは、広瀬さん、そういう意味では、食品衛生法上は高病原性鳥インフルエンザの

発生国からの輸入というのはどうなっているのでしょうか。
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○広瀬（厚生労働省）

食品衛生法的には止めていないと担当課からは聞いています。要するに、高病原性とい

う名前はついていますが、鶏に対しての高病原性ということであって、しかも肉とか卵を

介しての感染の危険性は非常に低いと言われております。今回、鶏に対する感染源を持ち

込まないという観点から農林水産省がお止めになっているということで、厚生労働省で食

品の安全の観点から止めているということではないということでございます。

○姫田（農林水産省）

ありがとうございました。

では、寺門先生お願いいたします。

○寺門（学識経験者）

先ほどのお話の中で、今の現実を考えるとそんな衛生管理なんかで抑えられるものでは

ないんだという、そんなお話を聞いていると私は大変切なく感じます。伝染病の発生とい

うのは、私は何度も言っているのですが、病原体があって感受性動物がいる、その間に今

度は感染経路というものがありますが、どれかをつぶせば病気を抑えることができるわけ

です。衛生管理というものは基本です。現実はこれだけ大規模になっているのだからそん

なのは無理だといわれますが、やはり基本的な衛生管理を忘れてもらっては困ると思いま

す。

今回、私は実際に現地を見させていただきましたが、発生が起こったところの衛生管理

をみると、鶏舎は開けっ放し、野鳥は中に入り込んで餌を食べに来る、消毒用の踏み込み

槽は何も用意されていない、人の動きを見てみれば動線はめちゃくちゃ、そういうところ

で起こっているのです。衛生管理には手間もかかりますが、もうそんなの現実的ではない

んだといってワクチンだと、こういうお話になると大変切なくなります。確かにワクチン

があれば、それは感受性動物を抵抗性動物にするわけですからそれも１つの手段ですが、

今の時点ではまだそこのところが問題だと言われる以上はやはり衛生管理の徹底を、ぜひ

取り組んでいただきたいと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、ワクチンについてのお話について、先ほども常在化の話が出ましたが、河岡

先生、お願いできますでしょうか。

○河岡（学識経験者）

ご質問の趣旨は、完璧なワクチン、つまりワクチンをしておけばウィルスにかかっても
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ウィルスが全くふえないようなワクチンがあれば常在化を防げるかというご質問だと思う

のですが、そういうワクチンがあれば常在化はしないですね。ただ、現実問題として、現

在の不活化ワクチンというのは限界があって、現在の不活化ワクチンの場合には、幾らワ

クチンを接種していても、すべての鶏でウィルスの増殖がおさえられるわけではないので

す。先ほどお話ししたように、現在のワクチンの場合には、ワクチンを接種していても、

ウィルスに感染するとある程度ウィルス不活化がふえて、それが排泄される、ただ症状は

出てこない、だから見つからないという期間、ウィルスがそこにいるという期間が長くな

り得るわけです。

○姫田（農林水産省）

それでは、先ほどお約束したように、この話だけをずっと続けていますと、むしろワク

チンの話をしたいという方がいっぱいいらっしゃると思うので、時間がなくなると思いま

す。ワクチンの話でもこれに関連いたしますから、そのときにもう一度話をされても結構

だと思います。まず、消費者の方々からご意見とかご質問とかがあるかと思うのですが、

よろしゅうございますか。

では、後ろの方。

○松本（生産者）

広島の松本と言います。きょうの意見交換会についての基本的な質問をいたします。

農水の基本的な考え方は十分わかりました。それを生産者の方に押しつける会がきょう

の会議ですか。そこのところがわかるように説明をお願いします。

○姫田（農林水産省）

本日は、先ほども申し上げたように消費者の方々と生産者の方々といらっしゃっている

わけですが、まず１つは、ことしの春、初めのうちは、山口や大分で起こったときは、消

費者の方々、マスコミの方々、流通業界の方々は冷静な反応ができたわけですが、その中

で京都で起こったときに、コンプライアンスの問題もあったと思いますが、そういう場面

でのいろいろな不安感が広がったということがございまして、それでかなり大きなことに

なりました。この後、冬になってまいりますので、ことしは、起こらなければ一番いいの

ですが、こういう時期になってまいりましたので、消費者の皆様方の不安感、そういうも

、 、のをどうして解消していくか そして大きな問題があればそういうところもお答えすると

あるいは意見交換をしていこうではないかということが大きなポイントの１つでございま

す。
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もう１つは、生産者の方々も、同じように不安感を持っておられる。いつ起こるかもわ

からないという不安感を持っておられるということで、本日は生産者の方々との意見交換

も行いたい、我々がこれから打ち出していく施策を聞いて、またこの後どうやって進めて

いくかということもお聞きしたい。ただ、後半についてはなかなかかなり大きなことだと

思いますし、本日ここの場で結論を出すという場ではございません。ですから、その意味

では時間の許す限りできるだけ広く多くの方々に意見交換をしていただきたいということ

。 、で開いた次第でございます またそれぞれの方々には後で直接意見をいただくということ

それから、本日だけでということではなくて、またいろいろな機会で行っていきたいと、

こういう場、いろいろな場を設けていきたいと考えております。１つのことだけというこ

、 、とになりますと せっかく本日は200人近くの方が集まってきていただいておりますので

いろいろな方々の意見をぜひいただきたいと思っている次第でございます。

では、消費者の方ということで、そちらの方、そしてそちらとお願いします。

○原（消費者）

日本生協連の原と申します。

私どもでは、生活協同組合として、鳥インフルエンザの発生時にも、食品の衛生問題で

はない、鳥の病菌から人にうつる問題だということで、そちらの心配の方が大きいという

、 、 、ことで 発生時に風評被害などが起こらないように努力はしながら やはり本当に必要な

鳥から人にうつる新インフルエンザができるような危険に対する対策というのをぜひお願

いしたいと考えております。

意見とともに質問をさせていただきたいのですが、１つは先ほどからちょっと問題にな

っている防鳥対策等の国内での対策です。これについては、いろいろな飼い方があると思

いますが、無窓鶏舎だけではなくて、開放鶏舎もあるし、平飼いもあるし、そういった飼

い方は一概に否定はできないと思いますが、そういった飼い方をするときにどういった防

鳥対策をすればいいのかというのをもう少し、いろいろな道具立てといいますか、どうい

う防鳥ネットがあるとか、そういったことを含めてきちんと指導していただいた方がいい

のではないかと思います。その指導に関して、ただ単に指導するということだけではなく

て、実施されているかどうかという点検もきちんとしていただきたいと思います。生産者

の方、ここに集まられている方は、なぜか先ほどからの議論ではワクチンの方に議論が行

ってしまっていますけれども、やはり日ごろのそういった防鳥対策等をまずやっていただ

きたいと思います。先ほど野鳥が周辺に来て餌付けをされているというお話もありました
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が、やはり養鶏に携わっている方はそういった野鳥が飛来するところにはできるだけ立ち

入らないようにしていただくとか、そういった努力はしていただきたいと思います。

それから、途上国の方で、東南アジアや中国で鳥インフルエンザが多発しているという

ことで、そちらの方も発生に対する援助をぜひやっていただきたいと思います。日本で対

策をとるのみならず、中国や東南アジアに対して、技術的、資金的な援助をぜひやってい

ただきたいと思います。

それから、今回は農水省さんの意見交換会ということなのですが、厚労省さんにぜひお

願いをしたいのは、新型インフルエンザが発生したときには大変大きな被害が出る可能性

がありますので、抗インフルエンザ薬の備蓄などについてきちんとやっていただきたいと

思うのですが、その辺はどのようになっているか、今の時点でおわかりになれば教えてい

ただきたいのですが。

○姫田（農林水産省）

どうもありがとうございました。

では、そちらの方、お願いします。

○鷲尾（事業者）

富山から参りました鷲尾です。

先ほどからいろいろお話がありましたが、最近の情報が非常に早くてついていけません

のでお尋ねしたいのですが。特にここ１カ月もしくは２カ月から、ペットの、特にイヌが

東南アジアでインフルエンザに感染する、それから、最近の話題ではネコも感染している

という新聞記事ですが、マスコミでは発表されております。これについて新しい見解とい

うか、最新のそういう話題なり情報を先生方がお持ちでございましたら、私どもとしては

どのように対応すればいいのかをお聞きしたいです。先ほどから家畜伝染病予防法で議論

されておりますが、アドバイスをいただきたいのですが。

○姫田（農林水産省）

ほかに消費者の方いらっしゃいませんでしょうか。

それでは、まず１つは、どう指導していくかというお話がございました。それから、東

南アジアの状況は小澤先生にお話しいただいて、それから、イヌ、ネコなどのペットの話

は河岡先生にお願いできますでしょうか。

それでは、そういう順番でお願いしたいと思います。

まず指導などについて、栗本課長お願いできますか。
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○栗本（農林水産省）

先ほど来いろいろご意見をいただいておりますように、鳥の飼い方は確かにさまざまだ

と思います。具体的な対策については畜産部とも連携をとりながら、一部補助なども出る

仕組みもあるわけでございますが、これにつきましてはもう少しお知らせをする何か機会

を考えたりして提案をさせていただいて、現地ではできるだけ対応をとって、家畜保健衛

生所でその辺の対策のとりぐあいについてはできるだけ確認をしてもらうようにとお願い

をしてみたいと思います。

○姫田（農林水産省）

それから、東南アジアについて、小澤先生からお願いいたします。

○小澤（学識経験者）

私の知る限り、東南アジアのすべての鳥インフルエンザの発生国には、日本のみならず

国際機関による援助計画があります。日本の場合はＪＩＣＡのプロジェクトやＦＡＯのト

ラストファンドのプロジェクトをたくさんつくって援助をしています。そのほか、オース

トラリアあるいはアジア開発銀行など、たくさんの援助機関がお金を出していますので、

必要なところには援助が行っているというのが現状のようです。ただし、日本の場合は、

専門家が実際に行って現地で指導するという例は極めて少ないということがあります。こ

れをどうするかということが１つと、それから、中国に対して日本は余り歓迎されないせ

いかもしれませんが、主としてオーストラリアや欧米の専門家が支援している。

まだまだやらねばならぬことはたくさんあるのですが、日本には情報も入ってこないの

が現状です。私が感じたことを申し上げますと、世界的に見て、現在、鳥インフルエンザ

ウィルスのない国はないと私は思っています。ただそれが家きんに入らないだけというこ

とで、野鳥を通して世界中にウィルスはばら撒かれてしまったというのが実状だと思いま

。 、す 特にアジアにおいては中国の情報が長い間公表されていなかったということが問題で

ちょうど数年前にアジアで起こった口蹄疫の場合と事情がよく似ています。

アジアの鳥インフルエンザの疫学を考えてみると、中国には莫大な数のアヒルが鶏とと

もに飼われており、感染したアヒルや鶏の移動により１９９６年頃から本病は中国各地に

広がっていましたが、その情報は公表されてこなかった。そして本病の感染の圧力が高ま

ったところで東南アジアや北朝鮮、韓国や日本に拡がったものと考えられます。これは１

９９９年頃の東アジアの口蹄疫と全く同じ状況だったのです。今回も鳥インフルエンザが

そういう状況で広がった、それも散発的に広がった。従ってこのような状況になったとき
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にだれが警告を出すかというのが１つの大きな国際問題だと思っています。

幸いにして中国もかなり改革を進め、色々と対策もとってきたので、恐らく状況はかな

り改善されてきたとは思いますが、まだウィルスはたくさん残っているものと考えられま

すので、今後も散発的な発生は続くと考えております。国際機関の専門家もまだ数年は続

くと見ておりますので、幾ら清浄宣言を出したところでも、実際はまだウィルスがあちこ

ちに残っているというのが現状だと思います。

○姫田（農林水産省）

では、河岡先生お願いいたします。

○河岡（学識経験者）

イヌとネコが高病原性の鳥インフルエンザに感染するかということですが、タイでイヌ

が感染したという情報は、多分間違いです。

ネコは高病原性の鳥インフルエンザに感染します。ネコは感染した鶏の肉を食べて感染

し、神経症状を出して死亡します。

○姫田（農林水産省）

よろしゅうございますでしょうか。

では、広瀬さんから、抗インフルエンザ薬の備蓄などの関係をお願いします。

○広瀬（厚生労働省）

私の所属は食品の部局ですので、直接ワクチンの備蓄などをしている部局ではないので

すが、厚生労働省が一番恐れているのは、今はまだ鳥のインフルエンザという形での流行

ですけれども、これが人と人の間で感染するようになって、それが日本に入ってくること

です。これは新しいタイプのインフルエンザですので、相当程度の被害が出ることがいろ

いろな専門家の方から指摘されていることもありまして、それに対する備えとして抗イン

フルエンザ薬についての備蓄などにも努めているところです。ただ、どのぐらいの量なの

か、細かいことについて私は存じ上げておりませんので本日はお答えできませんが、そう

いう危機管理にも努めていきたいということで、厚生労働省としては対策を進めていると

ころでございます。

○姫田（農林水産省）

今の数字については後で直接お答えいただくのと、それから、この後、この議事録はホ

ームページに載せますので、そのときにあわせてわかるようにしたいと思います。よろし

くお願いいたします。
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それでは、大分時間もたってまいりましたので、ワクチンも含めての意見交換をしたい

と思います。先ほどから手を挙げている方、それから、その前に最初にそちらの方がワク

チンのお話をされていますので、手を挙げられている方、そしてそちらの方、そしてあと

手を挙げた方ということにしたいと思います。まず、お二方にお願いいたします。

○村石（事業者）

日本養鶏協会の村石と申します。

私たち養鶏場もインフルエンザは非常に怖いわけです。それで、先生方からあった、農

場の衛生レベルを上げて防ぐのは当然私たちの仕事です、もちろん。ですが、カモやカラ

、 、スやスズメを入れない対策はもちろん皆さんやっていますが インフルエンザウィルスは

例えばネズミ、ゴキブリ、ハエ、これが入ってきても農場の鶏にうつす危険性も多いにあ

りますということを私は動衛研の山口先生からも聞いています。そうなりますと、農場が

幾ら消毒をしても、隣の家からドブネズミも入ってくるでしょうし、クマネズミも入って

くる、ハツカネズミは小さいですから入ってきますし、ハエやゴキブリ、これは本当に隙

間があればどこからでも入ってきます。ですから、大きな鳥を入れない、スズメも入れな

い、しかし、それ以下の小さい動物は防げないんです。これが実態なんです。ですから、

何とか日本に持ち込まないというそれをどうしていただけるかということをお願いしたい

と思います。

○姫田（農林水産省）

では、そちらの方、お願いします。

○水村（生産者） アキタの水村と言います。先ほどの私の質問に対して、全く私の質問

した内容と違ったお答えをいただいたので、ぜひここで私の質問に答えていただきたいの

ですが。

私がお聞きしたのは、例えば、今発言がありましたように、ゴキブリ、ネズミ、こうい

うものがウィルスを持ち込んでくる場合のウィルスの量というのはどのぐらいを想定して

いるのでしょうかという話であります。河岡教授のお話は、これよりもはるかに高い量の

ウィルスで感染実験をしたらウィルスを排泄するという話ですが、最近の報告では、例え

ば10 というものを攻撃しても、ウィルスを出さない、症状も出さない、抗体も上がらな4

いという報告もありますし、あるいは最近日本に輸入したワクチンの試験のデータを見ま

しても、10 であってもウィルスの排泄はされないというデータが出ております。このぐ6

らいの高いウィルス量を取り込んでも何でもないというワクチンを野外で使って、本当に
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おっしゃるように、感染を防御できないで、症状は出さないけれどもウィルスを出すとい

うお考えなのでしょうかというのが私の先ほどの質問であります。

○姫田（農林水産省）

そちらの方、お願いいたします。

○梅原（事業者）

すみません、私、日本養鶏協会の会長を仰せつかっておりますので、ちょっと会を代表

して、２分と言わずにもうちょっと時間をいただきたいのですが。

先ほど生産者団体という話がありましたが、生産者団体ということだけではなくて、や

はり私も消費者の１人ですから、消費者及び国民の立場からどうしたらいいかということ

を考えるのが今は非常に重要だと思います。一番重要なことは、インフルエンザを再発さ

せないこと、こういう視点がやはりなければいけないし、そういう視点が非常に欠けてい

、 。 、 、る 不足していると思わざるを得ません 具体的には 防疫指針案ができましたけれども

この防疫指針案では再発を防止するということが非常に不十分だと言わざるを得ないとい

うのが私どもの見解でございます。

今、水村さんもおっしゃいましたが、既に海外から輸入されて、つくばの動研でも試験

済みの非常にいいワクチンがもうあるというのは確認をされております。問題は、今年、

来年です。特に今年です。これを防ぐためにはやはりこのワクチンを緊急に輸入して、5,

000万本分以上輸入し、備蓄し、全国172カ所に家畜保健衛生所があるそうですから、ここ

でＤＩＶＡシステムをきちんとつくって、予防的ワクチンの使用を含めた防疫対策を組む

と、こういうことの防疫指針に変更すべきだと思います。172カ所あるわけですから、１

。 、 、保健所は30戸足らずの養鶏場を管理すればいいわけです ですから 不可能ではないので

ぜひそうしていただきたいと思います。

それで、防疫指針に対する反対理由が私どもには３つございます。第１の反対理由とい

うのは、この問題は過去に９回検討されました。私は10回目に臨時委員として招かれまし

、 。 、 、たが そのときはもう既に方針が決まっておりました しかし この９回の検討委員会で

生産者の意見、一番関係のある、一番事情を知っている我々の意見はほとんど聞かれない

で、行政サイドの一方的な考え方で決められた。これは、業界というのは何だろう、指導

・取締りの対象でしかないということだと思います。第２番目には、再発防止の視点がほ

とんどないということがもう決定的です。第３としては、発生したら生産者は倒産、業界

は3,000億以上の損害を受けます。こういう考え方というのは我々は容認できません。
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したがって、ワクチンというのを大いに入れるべきだと思います。寺門先生のおっしゃ

った、感染源、感染経路、感染動物、この感染動物をなくす意味からもワクチンは絶対に

有効であります。このワクチンを使って何が悪いんだと、私どもには全然わかりません。

もうすべていろいろ調査をしましたが、科学的根拠が農水省から全く示されていません。

今の不完全なワクチンでさえ危険性は10万から100万分の１に減る、ワクチンを使うこと

によって人に変異するなんていうことはあり得ない、こういうことが我々の調査でわかっ

ています。これらの説明が全然なくて、危険性の可能性ばかりでワクチンを否定し、発生

したときには業界は崩壊します。こういう防疫指針にはやはり賛成できません。見直しを

お願いしたいと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、まず、ネズミやゴキブリという話が最初にありましたが、それは山口部長、

お願いできますか。

○山口（行政関係者）

多分、感染経路究明チームがそういうところを指摘したことに対する質問と思います。

実際、ハエにインフルエンザがついていたことが確認されたと聞いています。発生農場の

近隣に非常に近い距離で、そういう動物が病原体のついた糞便等を体にくっつけて運ぶと

いう可能性はあると思います。ですから、それはかなり遠くからではなくて、高病原性鳥

インフルエンザが発生した農場の非常に近い範囲では、そういう動物が運ぶ可能性がある

ということだと思います。

これでよろしいでしょうか。

○姫田（農林水産省）

それでは、河岡先生お願いいたします。

○河岡（学識経験者）

ご質問に答えていないと言われて非常に心外です。

ワクチンを使うかどうかに関しては私は言う立場にはありません。ワクチンを打った鶏

においてウィルスがふえるかどうかということに対してお答えすると、少ないウィルス摂

取量であれば実験的に非常に整った環境で感染実験をするとウィルスがふえないこともあ

ります。ところが、野外では、いろいろな鶏がいて、それに同じワクチンを打ってもウィ

ルスがふえる鶏も出てきます。そうすると、ワクチンを打っていても鶏群全体として見る

とウィルスがそこにいるということが長引くため、感染鶏を殺処分した場合よりもウィル
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スがいるという状態が長引くということをお答えしました。

○姫田（農林水産省）

国の考え方について、境室長からお願いいたします。

○境（農林水産省）

ワクチンの効果については河岡教授からご説明があったとおりでございます。梅原さん

からご質問のあった、再発させないことが重要だと、これはもちろんそうですが、もう１

つ重要なのは、再発してその後早期にこのウィルスを清浄化してしまうという、そのこと

もとても重要だと考えております。

今、河岡教授からお話がありましたように、このワクチンを使っても完全ではない、し

かも日本においては半分はブロイラーに打てないわけですので、そういった穴だらけの中

でワクチンを使っても完全な防疫はできないということです。ですから、非常に酷な言い

方をしますが、ウィルスが存在する以上、完璧に再発を防ぐことはワクチンを使ってもで

きないと考えているわけです。したがいまして、発生を早く見つけて、早期に摘発して被

害を小さくする、鶏でのウィルスの変異ももちろん防止しなければいけないし、日本国全

体でこのウィルスが常在化するのを防ぐということが重要だろうと考えているわけです。

、 、そういった観点から言いますと 発生したら倒産というのはおっしゃるとおりですので

そこは、いかに発生したときに卵の移動などそういったものの被害を小さくする対策を、

生産者も行政も協力してそういう体制を組んでおくか、あるいは、発生した農家を再建さ

せるためにどのように補償措置を考えていくか、そのことをやらない限り、ワクチンだけ

を使っても生産者は救われないというのが私どもの考えでございます。

○姫田（農林水産省）

それでは、そちらの方、そしてその後ろの方という順番で。

では、そちらの方、どうぞ。

○中村（事業者）

３分ください。境さんにはいつも指示をいただいておりますから、いつもお話をしてお

ります。したがって、それは言いません。

私がちょっと疑問なのは、少なくとも、今から半年前、３月か４月ごろまでは、いいワ

クチンがないから、そして、発症はワクチンで止めることはできるけれども感染は防止で

きなくてワクチンをばら撒くと、こう申し上げてきました。そこの指摘が大分違ってきて

いるんです。この間、どなたかからもきょうの質問でたくさんありましたが、10 でこの6
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ウィルスを３例やったら、２例は全然感染をしていなかったという例が出ています。それ

からもう１つは、つい最近、最近というか半月ぐらい前に、インフルエンザ委員会の優秀

な先生がワクチンを開発して、３年後にはこれを実用化できるようになったということが

新聞に出ておりました。皆さんご承知だと思います。まことに矛盾しております。これは

どういうことですか。

基本的には、今うちの会長が言ったように、やはり国民の生命にかかわる問題と言って

おりますから、国民に安心を与えることが第１点でありまして、もちろん我々もこの産業

に属して社会に貢献したいという思いがありますが、どんどん変わっているのです。３年

後には実用化すると、ワクチンはだめだとも言っていますね。新聞では出ているんです。

これはどうなっているのですか、全くわからないです。無責任です。我々の産業がこれで

は撲滅してしまうではないですか。今度はいいワクチンができた、３年後には実用化でき

る。これはおたくの委員会の有力な人ですよ。どういうようにあなた方は思いますか。私

たちは何も境さんに文句を言うつもりはないのだけれども、国民も安心して、我々業界も

持続して国民のためになるということの視点で考えているわけですが、全くあなた方は矛

盾していますよ。それに対してお答えいただきたい。境さんでなくてもいいですよ、境さ

んの方がやられるから。

○姫田（農林水産省）

次に後ろの方、どうぞ。

○大松（生産者）

私も生産者の１人なのですが、結局は、野鳥は神の摂理で飛んでいると思うんです。そ

、 、 。ういう意味で ぜひ鶏自体の疫学的調査というか それを何かお願いできたらと思います

テレビを見ていても、死んだとか、白い袋に入っているしか、わからないんです。それに

かかる人とかからない人とのそういう鳥の特徴の差というのが鶏自体を調べることによっ

てもかなり明確になってくる部分もあろうかと思いますから、それをお願いできたらと思

います。人間でも、鼻風邪で済む場合もあるし、肺炎で死んでしまう場合もあるわけです

から、結局は生産者自身の取組みというか、管理の方法を究明できたらと思います。

それからもう１つ、私も生産者の１人なのですが、この近代養鶏の１つの鶏種の単一化

の問題、飼育管理の問題、ここも謙虚に反省していく時期ではないのかと思います。国の

方もダイナミックにそのへんは、穀物の需給の問題も含めて、もっと根源的な研究という

か、そういう時期に来ているのではなかろうかと思いますので、ひとつよろしくお願いし
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たいと思います。

○姫田（農林水産省）

どうもありがとうございます。

では、そちらの方、どうぞ。

○内藤（事業者）

日本ハムの内藤と申します。私どもは鶏肉の販売にかかわっている者です。

先ほどご説明がありましたとおり、もし発生した場合、移動制限地域に入った食鶏の処

理工場の方は、もし発生が農場で起こって、それが制限区域内に入った場合、先ほどそう

いう条件つきで移動制限が解除されるというお話もあったのですが、処理工場の場合には

どうなるのでしょうか。あと、発生する場所が農場であればそこを中心に制限区域ができ

るのでしょうが、もし持ち込まれた工場でそれが発見された場合、工場から中心にその制

限区域が設定されるのか、その辺をちょっとお聞きしたいのですが。

○姫田（農林水産省）

今いろいろとご意見がありましたが、１つ、具体的に、３年後にはすばらしいワクチン

が実用化されるのではないかというお話がありましたが、そういう情報についてどなたか

おわかりになられる方はいらっしゃいますでしょうか。

では、小澤先生お願いします。

○小澤（学識経験者）

私の知る限り、いいワクチンは海外でできています。日本でできるのは３年後かもしれ

ないけれども、海外ではもう使っております。

それで、私がここで発言しようと思っているのは 「ワクチンを打つというのは絶対に、

だめだ」というのは必ずしも正しくない。それではどういうときにワクチンを打つかとい

うことを前もって決めておくことが最も重要であるということなので、その議論が全くな

されていないというのはちょっと心配です。

広範囲の勧告としては、高病原性鳥インフルエンザは次の４つの方法で対処する。第１

はスタンピングアウト、すなわち殺処分によって行う。第２はワクチネーション。これは

防火的なストラテジックワクチネーションで、やたらに打つのではない。どこで防波堤を

築くかという、緊急用のワクチネーションを準備すると。第３にバイオセキュリティーの

強化、これは皆さん十分ご承知かと思うのですが、これにはやはり限度がある。しかしこ

れが１つの大きな対策であるということは間違いない。第４はサーベイランス、このサー
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（ ） 。ベイランスとかモニターリング ＤＩＶＡ なしにワクチネーションを始めてはいけない

これらが全部そろったところでワクチンを打つということは決して間違っていない。やみ

くもに予防のためのワクチンを打つということは絶対にやってはいけない。そこが一番難

しいところで、途上国に向かってワクチンを打てと言ったらおしまいなんです。それこそ

幾つかの途上国で既にワクチン接種が止められなくなって終っていますが、そういう無責

任な発言はしてはいけない。しかし先進国である日本の獣医行政では、昨年あるいはこと

しの対策を見てもわかるように、もう立派な先進国ですから、一歩先に進んで、いざとい

うときに、どこで、いつ、どのように、ワクチンを打つかということは前もって議論して

おく必要があると私は思っております。

つまり、鳥インフルエンザワクチンはだめと言う時代はもう終っている。次の段階とし

て、ワクチンをいつ、どこで、どういうふうに打つかということを今議論しておく。これ

が一番重要で、しかも、そのワクチネーションは必ず政府の決めた方針に従って行う。こ

れを守らないと大変なことになる。それさえきちんと守っていれば決してワクチンを使う

ことは間違っていない。それを実はできるだけ早く議論していただきたいというのが私の

願いです。

○姫田（農林水産省）

日本ハムの内藤さんのお話なのですが、今この場では答えられないようですので、後で

直接お答えします。それも、先ほどと同じように、その件については議事録のときに一緒

につけさせていただくということにさせていただきたいと思いますので、今の件はご容赦

ください。

それでは、ワクチン全体の考え方についての国としての考え方を境室長からお願いしま

す。それから、３年後の実用化についてもちょっとあるかもしれませんので、お願いしま

す。

○境（農林水産省）

ワクチンの使用につきましては、まさに、今、小澤先生がおっしゃったとおりだと我々

も考えてございます。本指針をごらんいただきますとわかりますように、ワクチンを使用

しないと書いているわけではありません。早期摘発・とう汰でいわば後手に回るという事

態になれば打ちますし、また、近くに密集地帯があれば使用することもあるという、これ

が基本的な私どもの考え方でございまして、現在の日本の状況ではまだ打つ時期でないと

考えているところであります。しかしながら、あらゆる手立てを当然用意しておくことは
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必要なわけでございます。

したがいまして、先ほど中村さんからお話がありました、３年後にいいワクチンを開発

するというのは実は国の補助事業でやっておるものでございまして、現在、輸入ワクチン

につきましても承認手続きを進めておりますが、別途緊急対応ができますように、国内で

も製造できる対策をとっておこうということでＨ５とＨ７のワクチンの開発を進めており

まして、３年後を目標に対応しているということになります。当然これは不活化ワクチン

でございますので、もっともっといいものができればいざ使うときには有効な効果を発揮

するということでございますので、その辺は産学官共同で進めているということにつきま

してもご理解をいただきたいと思います。

○姫田（農林水産省）

大分時間もたってまいりましたが、まず、まだ今まで意見を言っていない方や、あとも

う少しだけ意見を言いたいという方はぱっと手を挙げていただいて、これで一通り終わり

たいと思います。

では、そちらの方とそちらの方、そして後ろの方、そしてそちらの方という順番で、今

四人の方が手を挙げられましたが、ほかにいらっしゃいませんでしょうか。

○村石（事業者）

風評被害の対策なのですが、いわゆる移動制限、搬出制限の場合はそれなりに補償もあ

るからいいのですが、では、10キロ、11キロ目の農場、同じ県の同じ町ですね。そうする

と、当然、自主的に自粛しなさいとか、いろいろなことを言ってくるスーパーさんとか問

屋さんがもしあったときに、例えばそういうことを言ったら今までは指導しています、皆

さん役所が指導をしています。ではなくて、食品衛生法の営業停止をしていただくとかき

っちりと、変な風評被害を出さないためにも、自主回収とか、自主的に出荷停止しなさい

とかというようなことを言ってきたそういう流通業者さんなり小売業者さんに対して、厳

しい指導をしてほしいと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、そちらの方。

○栗木（生産者）

日本鶏卵生産者協会の栗木でございます。

鹿児島大学の岡本先生がインタビューでこのようなことを言っていました。専門家会議

は、要するに、今のワクチンの限界とかそういう話をする場合、専門家はあくまでも技術
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的な問題について科学に基づいて進言するだけであって、あとは経済ベースで話すべきで

あると、リスクの制御の仕方というのはすべて経済ベースで決まるのだから、このあたり

を専門家がすべて決めるかのようになっていること自体おかしいのであると言っておりま

。 、 。 、す これについて 私ども生産者としては同感なんです 先生が代弁してくれているので

このことはぜひ、さっき会長も言ったことだと思うのですが、この辺はどういうお考えな

のかということをお聞きしたいと思います。

それから、行政処分で摘発・とう汰ということを言っているわけですから、補償は十分

なのかどうなのかということも先生はおっしゃっているのだけれども、先ほどの課長のお

答えでは、ある程度のリスクはあってしようがないというような、十分な補償というのは

なかなか聞けませんでした。届け出られないのは、倒産するんだ、廃業に追い込まれるん

だということを我々がどんなに声を大きくしても、国の方はそれにはこたえてくれない。

これはどのようにお考えでしょうか。

以上です。

○姫田（農林水産省）

そうしましたら、その隣の方。

○発言者名不明

質問というよりは半分要望を兼ねていますが、今回のように消費者が集まった形でこう

いう話になっている背景には、人感染といった、風評被害のもとになったものでございま

すが、日本でいわゆる世界的大流行というかパンデミックのもとになるような発生が鳥イ

ンフルエンザの発生によって起こり得るということを思わせているというか、これは、１

つはマスコミに対してきちんとその辺の啓発をやっていただきたいと思います。少なくと

も遺伝子再集合は、確かに人間に入って鳥の細菌が見つかったと、そういう話は認めるの

ですけれども、確率論的には極めて低い話を消費者並びにマスコミの人がそう信じて流し

てしまうということのために生産者はそのとばっちりを受けた形で風評被害というか、自

分の経営はいつまで守れるかと、後継者からやめたいという話が出ていると、親も説明が

できないと、こういうことを放置することはちょっと考えていただきたいと考えておりま

す。マスコミへの啓発、さらに消費者への啓発ということをお願いしたいと思います。

あともう１点でございますが、これは河岡先生とバッティングする形になりますが、確

。 、かにウィルスがワクチンの中に一部残るという可能性は私も否定はいたしません しかし

少なくとも家きん疾病小委員会の委員長さん自ら、このウィルスというのは野外感染の場
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合であっても体内に１週間から２週間しか残らないと言っているんです。それが、ワクチ

ンを打った場合、通常、ご案内のとおり、ウィルスというのはそれを抑えるか短縮させる

ものがワクチンを打ったことによって延長するというような逆の話というのはやはり矛盾

なのではないかと思います。あり得ることは私たちも認めます。しかし、それだからとい

って危険だ、危険だということで生産者に具体的な対策が十分示されない形の中で今のや

り方というのは若干問題ではないかということを申し上げたいと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、後ろの方、どうぞ。

○発言者名不明

いろいろお話をお伺いしていますと、やはり最初にワクチンを使うということはどうし

。 。ても無理だと聞こえるんですね 緊急避難的にだったら使うということだと思うのですが

やはり緊急避難的に使うにしても、320万羽に例えば二度打つとしたら今度は半分になっ

てしまうということで、少なくとも1,000万羽ぐらいのものを集めていただきたいと思い

ます。

それから、まず、現状では、出れば運が悪かったということで倒産に追い込まれる。特

に大型であれば確実に倒産に追い込まれるでしょう。そういうことで、浅田さんの二の舞

を踏まないように互助システムの確立をお願いしたいと思います。前回、北日本でやった

ときに境さんが、生産者で互助組織をつくりなさいと、そうしたら国も考えますといって

おりました。私は逆だと思います。国が殺処分をしなさいと言うのであれば、国が先頭に

なって互助システムを考えますから生産者の方もぜひ入ってくださいというように考え方

を改めて、ぜひ互助システムを確立して、そして、少なくとも１羽当たり1,500円とか2,0

00円、倒産しないような資金を供給できるようなシステムをつくっていただきたい。

それと、この業界から今すぐに集めるというのは私は無理だと思います。少なくとも30

億円ぐらいを緊急的に集めるということを考えないともたないと思います。ダイエーを倒

産させないために4,000億使います。しかし、ダイエーが倒産してもだれも死にません。

それなのに財務省はそれを認める。養鶏業界は万が一おかしくなれば人が死にます。そう

いうところにどうしてお金を使わないのか私はわかりません。したがって、今すぐ国から

金をもらうのが無理であれば、異業種から、例えばそういう資金を提供していただくこと

を考えても、私はいろいろな取組みでこの互助システムというものを早く立ち上げていた

だきたいということをお願いしたいと思います。
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○姫田（農林水産省）

それでは、このあたりで、大分時間も来ましたので、残ったことをお答えしたいと思い

ます。

最初に、スーパーとか流通業者に対して指導だけではなくて厳しい措置ができないかど

うか、特に食衛法からというようなことがありましたが、広瀬さんどうでしょうか。

○広瀬（厚生労働省）

、 、食品衛生法の法律自体がやはり衛生に関係することで 例えば不衛生なものを売るとか

そういうことに対しての罰則を設けられていますが、取引上の不公平とかまで衛生法で規

制するということは法律上できないと思います。

○姫田（農林水産省）

それでは、指導という意味ではどうでしょうか。栗本課長お願いできますでしょうか。

○栗本（農林水産省）

実は、昨日ですが、私どもの省内で、高病原性鳥インフルエンザ連絡調整チームという

ものを、似たようなものが以前発生していたときにもあったのですが、それを再度立ち上

げまして、新しい担当と顔合わせをしております。そのチームの中には省内の研究開発を

担当している部署あるいは流通の担当、スーパーですとか小売店の関係を担当している部

署の担当者もみんな入っております。そういった人たちとこれからできるだけ早い機会に

できれば加工の方々との意見交換のような場も持って、万が一発生したときの影響をでき

るだけ小さくするためのご協力をお願いする、ご理解をいただくというための取組みをで

きれば早く、来週にでもやりたいということを考えておりますが、予定どおりいけばとい

うことですけれども、そのような取組みも始めております。同じように、マスコミの方々

や消費者の方々にも、風評被害につながるようなことがないように、できるだけ正しい知

識を普及させていただく、ご理解をいただくように努力をするということを今のうちにや

りたいと考えております。

もう１つは、一回卵を出荷できない事態に陥ると、二度ともう出荷できなくなってしま

うということを生産者の方々が非常に危惧しておられます。決してそういうことではない

と私たちは思いたいのですが、なかなかそうもいかないという実態のように伺っておりま

す。ただ、安全性については、清浄性の確認をしてしまえば移動制限がかかった区域の卵

。 、も元通りなわけです 発生したところであってももう一度清浄性を確認して再開をすれば

以前よりもむしろ安全性のレベルは高まると考えてもいいと思っております。その二度と
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立ち上がれないということが起こらないようにするためには、これは生産者の方々で、セ

ーフティネットといいますか、お互いに助け合うという、そういうような体制をつくって

いただく。実はこういう動きが既にあると私どもは伺っております。そういったことをぜ

ひお進めいただきたいと生産者団体の方々にはお願いしたいというのが１つでございま

す。

互助基金の話も出ました。先ほど来ご紹介しておりますように、ウシとブタについては

そういう仕組みがございます。ですから、公的な支援をするという仕組みはございますの

で、これについては検討の余地があると考えておりますので、今後これは検討課題として

進めさせていただきたいと思います。

○姫田（農林水産省）

河岡先生、何回目かになってしまって同じことを答えてしまうのかなと思って申し訳な

いのですが。

○河岡（学識経験者）

ワクチンを接種した鶏群においてワクチンを接種していない鶏群よりもウィルスが長期

。 、間存在すると言っているのではありません ある養鶏場の鶏だけを守るというのであれば

そこにいる鶏にワクチンを打てば鶏は死なないんです。ところが、日本全体として見た場

合、ワクチンを接種していない鶏もいるため、ワクチン非接種鶏に、ワクチンの効果で症

状は出していないが、ウィルスは排出している鶏からウィルスが伝播するわけです。だか

ら、日本全体としてみると、すべての鶏にワクチンを接種しない限り、感染鶏をすべて殺

処分するよりも、ウィルスが日本に存在する期間が長引くということです。

○姫田（農林水産省）

どうぞ。

○中村（事業者）

ワクチンの議論ではないのですが、私は、基本的には、ワクチンを使った方が国の公的

な資金が非常に少なくて済むし、消費者・国民は安心あるいは生産者も安心できると思い

ます。

そこで、今回、山口県と大分県と京都の実態を調べておりました。途中ですが、京都の

例を申し上げます。これは、県と国が補償あるいは処分したお金ですが、浅田さんのとこ

ろのブロイラーも含めて24万羽は９億8,800万、もう１つは、鶏糞が残ってます。それか

ら、埋設した鶏を掘り起こして後で処分するという経費が、おおむね、これは新聞記事で
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ありますが、どなたか専門家が計算したのが掲示してありましたが、それが６億7,000万

と書いてあります。それを足しますと16億5,800万、プラス人間が何名かかったかそこは

計算に入っておりませんが、物すごくかかっていますね、自衛隊とかいろいろ。それを24

、 。 、 、 、万羽で割りますと 約7,000円になります 24万羽 １羽7,000円 ワクチンを打ちますと

安心して、経済的な負担もなくて、そして持続できる。恐らく24万羽というのはどんなに

高くみても、１羽20円としても500万弱だと思いますが、片一方こういうようにかかった

のは16億幾らで、１羽7,000円、間接的にかかった経費が、周囲に46万の養鶏場がありま

すが、１羽現在で300円ぐらいかかっておりますし、ブロイラーも1,000円から2,000円と

言われておりますので、その辺も十分考えて論議をいただきたいと思います。

○姫田（農林水産省）

境室長から今のことをお答え願いたいと思います。

○境（農林水産省）

ワクチンの備蓄の話がございました。実は、現在、320万分を備蓄しておりますが、実

は今年度も国としては備蓄用の予算を確保しております。実は本日も小委員会を開催しま

して、積み増しをするということをご了解いただいております。したがいまして、現在、

輸入ワクチンの承認手続きを進めておりますので、年内には承認していただけるものと考

えておりますが、承認されたものを中心に迅速に積み増しを行うということを考えており

ます。

それから、栗木さんが言われたこと、経済ベースに基づいてやっていく、これはおっし

ゃるとおりでございまして、当然、衛生対策を講じるというのはもちろん、人の安全も間

接的にはございますが、一義的には家畜防疫のために行っている、家畜防疫は当然経営を

守るためにあるわけですから、家畜衛生対策によって経営を倒すということはあってはな

らないわけでして、当然その基本のもとに対策を講じなければいけないと思います。です

から、衛生対策を講じるに当たっては、いろいろなほかの関連する損失、先ほどの、卵の

移動は困る、これを止めないためにはどうするかというのは、やはり私ども行政だけでは

できないわけです。実際に業をされている養鶏業者の方々、ＧＰセンターや輸送車など、

そういったものもあらかじめ準備をしておくことがこういった間接の被害をなくすことに

つながるわけですので、そこはぜひ一緒にご努力をいただきたいと思います。

そうすればお金が、これだけでは足らないというお話がありましたが、そこにつぎ込む

金も必要最小限にできるのではないかと考えております。補助事業の性格上、国が、先に
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金があるよ、だから集まりなさいとはなかなかいかないわけでございまして、実態上は、

生産者団体等とお話をしながら協議をして、できるとなった段階でお話をするという１つ

のルールがありますので、そこはご理解をいただきたいと思っております。

それから、中村さんの今のワクチンを打てば16億使わなくて済むのではないかというの

は、そうなればよろしいわけですが、先ほど私が申し上げましたように、ワクチンを打っ

ても完全には再発は防げないわけでありまして、ワクチンを打ったから16億がゼロになる

ということではないという、それにつきましてはよくご理解をいただきたいと思います。

○姫田（農林水産省）

、 、 、マスコミのお話がありましたが 私どもも 特に鳥インフルエンザについては当初から

マスコミの方々には他枠欄できちんとＱ＆Ａを書いていただくなど、いろいろと積極的に

ご協力をいただいたと思っております。ただ、山口とか大分のときはそれぞれの生産者の

方々もきちんと行動されていたという中で不安感はなかったわけなのですが、その後、い

わゆる経営コンプライアンスの欠如ということが出てきたものですから、風評被害という

よりはむしろそういうことをすることに対しての批判というのが高まったのではないかと

思っています。マスコミには、私どもは、鳥インフルエンザの基本的なお話から、十分に

時間を割いてお一人ずつしっかりレクチャーをさせていただいたところでもございます

し、また、政府全体としてのいわゆる広報をさせていただくというようなさまざまな手段

をとってきておりまして、また今後ともそういうようなことをやっていきたいと思ってい

ます。また、消費者の皆様方を中心に、鳥インフルエンザに対する疑念などを十分晴らし

ていくということも含めて、いろいろな場でお話をしてまいりたいと思っております。

、 。ということで 大分時間も過ぎてしまいましたのでこのあたりで終わりたいと思います

また、本日で終わりということは考えておりません。いろいろな機会を設けてまいりたい

と思います。このあたりで、皆様方に本日のお礼のあいさつを兼ねて、最後に高橋審議官

からごあいさつを申し上げたいと思います。

○高橋（農林水産省）

本日は長時間ありがとうございました。長らく議論が続いているテーマも多うございま

して、いろいろなご意見があります。私どもは１つ１つ受け止めながらやってきたつもり

ですが、またこういった機会を設けまして、今後とも意見交換あるいはいろいろな施策へ

の反映ということを進めていきたいと思います。

どうも本日はありがとうございました。
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○姫田（農林水産省）

どうもありがとうございました。

午後 ４時４９分 閉会


