
  

日時：平成１６年３月１９日（金）

会場：内閣府食品安全委員会大会議室

  

議 事 次 第 

  

１．開  会 

２．内閣府食品安全委員会寺田委員長挨拶 

３．議  題 

（１）ワクチンを接種した鳥類に由来する食品の安全性について 

（２）ワクチンの使用方針について 

４．閉  会

○姫田（農林水産省） 本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござい

ます。ただいまより、食に関するリスクコミュニケーション、鳥インフルエンザワク

チンに関する意見交換会を開催いたします。本日は食品安全委員会、厚生労働省、農

林水産省３省の合同で開催するリスクコミュニケーションでございます。 

 それでは、まず食品安全委員会の寺田委員長よりご挨拶申し上げます。委員長、よ

ろしくお願いします。

○寺田（食品安全委員会） 寺田でございます。 

 本日のこの意見交換会を開催するにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 年度末の大変お忙しいところ、短い周知にもかかわらず参加していただき、また多

くの方に会議に出席いただきまして、大変感謝しております。 

 最近、我が国におけます鳥インフルエンザの問題が起きまして、実は食品としては

本当に安全なんですけれど、不安に思っておられる方、あるいは卵は大丈夫かという

ような方が万が一いらっしゃるかもわかりませんが、私どもといたしましても鳥イン

フルエンザに関する考え方を３月11日に委員会としてまとめて、それをホームページ

に掲載しております。 

 また、これは皆さんご存じのとおり我が国では、鳥のインフルエンザに対するワク

チンは現在のところ使用されてはおりませんが、鳥インフルエンザの拡大を心配され

る関係者の方々の中ではその使用を求められている方がいらっしゃいます。 

 そこで、私ども食品安全委員会というのは、ご存じのとおり、食品の安全に対する

評価をするところでございまして、その管理をする農水省あるいは厚生労働省からの

要請を受けまして、鳥インフルエンザワクチンを打った鳥の肉あるいは卵の安全性に

ついて評価を行いまして、これは私どものところの評価専門調査会で審議をし、それ

を受けまして委員会で３月11日に鳥インフルエンザワクチンを投与された鳥の肉ある

いは卵は、人の健康に対して影響はないという評価案をつくりまして、現在、そのパ

ブリックヒアリング、いわゆる国民の皆さんに広く意見を求めているところでござい

ます。 

 その一環といたしまして、本日この意見交換会、リスクコミュニケーションの場を

設けさせてもらったわけでございますが、これは管理機関でございます、先ほど申し

上げました農林水産省あるいは厚生労働省、それから私ども評価機関であります食品

安全委員会、それからこの方面の専門家でいらっしゃいます学者の先生方、あるいは

また消費者、あるいは生産者の方に参加していただきまして、このワクチンの問題に

関する意見を、あるいは情報を共有していただくために、この意見交換会を開催する



ことになりました。 

 共有するということは、そのためにいろいろな意見――異なった意見を率直に出し

ていただいて、この会が実り多いものにしていただきたいと心から祈っております。

 繰り返しになりますが、このお忙しいときに、非常に短い時間の間にこれだけ多く

の方がこの委員会に集まってくださり、それから参加者の方も、多くの方に集まって

いただき、大変感謝しております。 

 私のご挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 では、議事に先立ちまして、ご出席者を紹介いたします。 

 まず私の右側からでございます。 

 まず生産者の方々でございます。全国農業協同組合連合会家畜衛生研究所柴田所長

でございます。 

 株式会社クレスト栗木代表取締役でございます。 

 有限会社西野梅原代表取締役会長でございます。 

 ときめきファーム株式会社幾野常務取締役でございます。 

 続いて、消費者団体の方々でございます。 

 主婦連合会和田参与でございます。 

 日本生活協同組合連合会組織推進本部組合員活動部中野さんでございます。 

 消費者科学連合会伊東副会長でございます。 

 学識経験者の皆様方になります。 

 東京大学大学院農学生命科学研究科明石教授でございます。 

 北里大学獣医畜産学部中村教授でございます。 

 食品安全委員会見上委員でございます。本日は研究者ということで出席いただいて

おります。 

 国立感染症情報センター第一室谷口室長でございます。 

 国立感染症研究所獣医科学部山田部長でございます。 

 鳥取大学農学部大槻教授でございます。 

 前独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構理事寺門さんでございます。 

 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構山口部長でございます。 

 行政の方から、食品安全委員会事務局評価課宮嵜評価調整官でございます。 

 厚生労働省大臣官房外口参事官でございます。 

 本日説明いたします農林水産省消費・安全局衛生管理課長の栗本でございます。

私、本日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姫

田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、本日の進行についてご説明いたします。本日は、鳥インフルエンザワクチン

に関する意見交換会でございます。まず、鳥インフルエンザ、鳥インフルエンザワク

チンについて担当から30分程度説明いたします。寺田委員長の挨拶にもございました

ように、まず今日はリスク分析手法の一環で行うリスクコミュニケーションでござい

ますので、要請とか陳情とか団体交渉というようなこととは異なりまして、関係者の

方々が十分な意見交換をするという場でございます。そうして、少しでもお互いがわ

かりあえるようにし、それぞれの施策あるいは皆様方がやっておられることへ反映し

ていければということで、そういう会議にしたいと思っておりますので、皆様方のご

協力よろしくお願いいたします。 

 まず、鳥インフルエンザが発生いたしましたことから、移動制限による清浄化を進

めるということをやっておりましたが、一方でワクチンを農林水産省として備蓄いた

しました。そのためワクチンを使用した場合、あるいはワクチンを摂取した場合に鳥

類から生産された食肉ですとか卵の安全性について、食品安全委員会に評価をお願い



して、回答案をいただいたところでございます。 

 本日は第１点として、安全委員会に評価いただいたワクチンを摂取した鶏から生産

された食肉や卵の安全性についての意見交換、そして安全委員会から出していただい

た我が国における鳥インフルエンザワクチンの使用方法についての意見交換というこ

とにしていただきたいと思います。 

 なお、ワクチンについては広く鳥インフルエンザの防疫全体にかかわることではご

ざいますが、できる限り意見交換を鳥インフルエンザワクチンということに集中して

議論を深めていただきたいと思っております。 

 まず説明をしていただきたいと思いますが、補足説明がある場合は、委員の方々か

らも補足説明もいただければと思っております。そしてその後にご質問、そして意見

交換を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、会場の皆様方でございますが、お手元にアンケートをお配りしておりま

すので、毎度のことでございますが、ぜひご協力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。 

 それではまず議事に入ります。 

 まず農林水産省消費・安全局の衛生管理課長の栗本よりご説明をいたしますので、

よろしくお願いいたします。

○栗本（農林水産省） ご紹介いただきました農林水産省衛生管理課の栗本でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、鳥インフルエンザワクチンのことを中心にご説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、周辺諸国における発生状況をご覧いただきたいと思います。ここにございま

すように、昨年の12月、右上のところでございますが、12月の12日に韓国において発

生の疑いという情報に接しました。直ちに生きた鶏や肉、卵の輸入を停止したところ

でございます。これはご承知のとおり、日本の鳥に対するこのウイルスの侵入を防止

するという観点から行った措置でございます。そして、その後２月５日までに18件の

発生が見られておりまして、こうした状況、途中の経過を含めてお知らせをしながら

警戒をしておりまして、年が明けました後、ベトナムのところでございますが、１月

９日にベトナムでも発生、そして１月12日になりまして、大変残念なことに我が国で

も発生があったということで、現在、山口と大分そして京都では発生農場の近くにも

う１カ所ということで、全体で４例の発生が見られているところでございます。それ

からその後１月22日にタイ、25日にはインドネシア、カンボジア、27日には中国、ラ

オス、パキスタンというような形で発生の拡大が、確認されているところでございま

す。赤く塗られておりますところ、タイとベトナムでございますが、濃厚に鶏に接し

た人などに感染した方が出て、亡くなった方もいらっしゃるという状況でございま

す。 

 それから、アメリカ、カナダにおきましても、しばらく前から弱いタイプのウイル

スによります鳥インフルエンザが発生しておりましたが、先月テキサスで強いタイプ

のウイルスによります鳥インフルエンザが確認され、そして上の方にあります、これ

はカナダのブリティッシュコロンビア州ですけれども、こちらでも強いタイプのウイ

ルスによる病気が確認をされ、両国からの鶏肉、生きた鳥については現在輸入を止め

ているという状況でございます。 

 そのほかにヨーロッパでも2003年にはオランダで、そしてベルギー、ドイツへ広が

って、最終的にオランダで240戸で発生をして3,000万羽の鳥を処分して終息をしてい

るという状況です。この間に83名が結膜炎にかかり、うち獣医師が１名、肺炎で亡く

なったと、そういう状況でございます。 

 イタリアでも発生が見られておりますが、イタリアの発生は後ほど詳しくご覧いた



だきたいと思います。 

 この病気の発生予防、蔓延防止につきましては、早期発見、早期対応ということで

対策をとってきているわけでございますけれども、鶏にはインフルエンザのほかにも

ご承知のとおり、たくさんの病気がございます。ワクチンを使ってコントロールをし

ている病気というのも、もちろんあるわけでございます。インフルエンザの対策とし

てワクチンを使うことについて、一緒にお考えいただきたいと思います。 

 まず、ワクチンとは何かということです。これ人用のものでございますが、まず体

の中に抗体をつくる。そのことによって病気に対する抵抗力をつけるという、そうい

うためのものです。 

 そして、ワクチンは、効果の面から大きく２つに分けてお考えいただきたいと思い

ます。 

 まず１つ目のタイプのものですけれども、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、これは左側がワクチンを接種していない鳥、右側がワクチン

を接種した鳥というふうにお考えください。で、野外からウイルス、病原体が入って

きたとき、ワクチンを打っていない鳥はすぐに症状が出て、このようにして死んでし

まっているわけですけれども、一方、右側の方はワクチンを打った鳥、赤いＹの字に

なっているのは、これは抵抗力を持つ抗体です。これが十分にできておりますので、

水色のギザギザしているウイルス、これを押さえ込んで増やさない、そして外へ出さ

ない、口からもお尻からも何も出ていない、こういう状況になるタイプのワクチンで

す。これは、決して多くはありませんけれども、鶏で使われているニューカッスル病

のワクチン、あるいは豚用の豚コレラのワクチンなどはこういう形のワクチンでござ

います。 

 それから、もう１つのタイプでございますが、これは病原体の感染を防止できませ

んが、病原体の増殖を抑える、そのことによって発症や死亡は抑制することができる

というタイプのワクチンです。同じようにワクチンを接種しない場合、していない鳥

は、こういうことになってしまいますが、ワクチンを接種している場合、ご覧いただ

きますと、赤い抗体で囲われているウイルスのほかに、まだ残っているウイルスがあ

ります。十分な抗体ができていないということで、鳥は一見元気ですけれども、体内

でウイルスは増殖していく、そして排せつされる。口のところとお尻のところから出

てきているウイルスが排せつされるという、そういうタイプのワクチンです。鳥イン

フルエンザのワクチンはこのタイプのワクチンでございます。 

 次に、このウイルスの形、ウイルスについての簡単なご説明をさせていただきたい

と思います。日本で検出されております高病原性のウイルスの、インフルエンザのウ

イルス、Ｈ５のＮ１というタイプというふうにお知らせをされているところでござい

ますが、左のところをご覧いただきますと、このウイルスはウイルスの粒子の中にあ

る核蛋白の抗原性の違いから、ＡとＢとＣと３つに分類されます。これまで人におい

て流行してきたのはＡ型とＢ型のウイルスでございます。表面にはＨＡ、ヘマグルチ

ニンというのと、ＮＡ、ノイラミダーゼという２つの蛋白が存在して、Ｈの方は15の

種類、それからＮの方は９の種類がございます。これらの種類の組み合わせで亜型と

いうのが決まってまいります。日本で検出されたもの、確認されたウイルスは、Ｈ５

とＮ１ということが判明しています。 

 次に、鳥インフルエンザワクチンの効果をご覧いただきたいと思います。先ほど鳥

の絵でご覧いただいたとおりでございますけれども、ウイルスに対する抵抗性をつけ

る、そして、ワクチンを接種した鳥は、ウイルスに対する抵抗力を持つというふうに

お考えいただきたいと思います。そして抵抗力がつけば、野外から、外からウイルス

が入ってきても、増殖、排せつは抑制されます。そして、ウイルスの増殖が抑えられ

るので、発症や死亡率は低下するということになりまして、結果としましてワクチン

を接種すると鶏は元気だし、また一気に、病気が広がること、蔓延を遅くするという



効果は期待できます。 

 一方、ワクチンを使うことによっての問題点もお考えいただきたいと思います。効

果が必ずしも十分でない、感染を防止できないということから、家畜衛生の観点、家

畜、鳥のためにどうかということになりますと、ワクチンを打っていないグループと

打っているグループがいますと、ウイルスが入ったときに、打っていない方はすぐに

症状が出てわかりやすい。打っているグループについては、どうしても感染の発見が

遅れてしまうということで、その間に他の鳥に蔓延してしまうということが危惧され

ます。そして、感染が確認されれば、ワクチンを接種している鶏群、これも感染した

鶏には違いないわけですから、全部淘汰をしなければならないということになりま

す。また、ワクチン接種については１羽１羽注射をしなければいけないということで

ございます。それから感染していないということの確認、これはきちんとしないとわ

かりにくい、注意深くやらなければいけないということで、継続的なモニタリングが

必要となり、このために大変な労力と経費が必要になるということもございます。そ

して清浄化をする、また病気のない状態に戻るためには、相当長期間を要するという

ことになります。これがその家畜、鳥のためにどうかという観点からの問題点でござ

います。 

 それからもう１つの問題点、これは公衆衛生、人に対する影響という観点からはど

うかということでございますが、感染した鳥から排せつされるウイルス、これはワク

チンを打っていない場合よりは少ないとはいえ、やはり残るわけでございます。鶏の

体内で、また、鶏から鶏へ少しずつ増殖を繰り返していく、そうした過程の中で、鶏

から人に、あるいは人から人に感染するウイルスの出現というおそれもございます。

人に感染するおそれのある病気のウイルス、これが我が国に少しかもしれませんが残

ってしまうという問題がございます。 

 もう一度、具体的に鳥の群を見ていただきながら、今のことを確認していただきた

いと思います。 

 まず、これはワクチン接種を行わない場合でございます。ある農場、ここではＡと

いう農場、真ん中の農場に、緑色のギザギザのウイルスが進入した場合です。このと

き、ワクチンを打っていない鶏、これはすぐに症状をあらわしてまいりますので、こ

の黄色いところに入っている人には、早く発見することができます。そして、早く見

つけてその真ん中のところ、病気が入った農家につきましては、ほかの農場に広がる

前に、その農場の鶏をすべて処分してしまって、外に広げることを防ぐことができま

す。移動制限、あるいはその残存するウイルスの撲滅、拡散防止対策を速やかに進め

ることが可能になります。そして、周囲の農場もワクチンを打っていないわけですか

ら、鶏が元気にしているという状況を確認することなどによって、ウイルスの進入し

ていないことを容易に確認することができるので、早期に清浄性、ウイルスが入って

きていないということを確認することができる。早くそれがわかれば、もう周囲の農

場は元のとおりに戻る、蔓延した真ん中の農場にウイルスが入る前のような状況に、

すぐに戻すことが可能であるということになります。 

 一方、こちらはワクチン接種を行っている場合でございますが、少し色がついてい

る鶏、これはワクチンを打っている鶏というふうにお考えください。Ａ、Ｂ、Ｄの３

つの農場でワクチンを打っているということですが、全部に打ってしまいますと病気

が入ってきてもわからなくなってしまうということがありますので、それぞれ少しず

つ打っていない鶏、白く残っている鶏を残しております。これはモニター鶏というん

ですが、これは必ず置いておくことが必要になります。ここで今ウイルスが入ってき

ますと、ワクチンによる抵抗力を持っている鶏ですので、なかなか症状を示さない、

最初のうちはふだんと変わらないように元気にしているわけです。 

 そうしているうちに、緑色のウイルスが少し広がっていますけれども、モニター鶏

が死んで、気がついたときにはだんだんふえてしまっていて、ほかの農場にも人の動



き、あるいは車の動きなどを通じてウイルスが運ばれていってしまうというおそれが

あるわけです。こうした形で気がついたときに周囲に広がっているということになり

ますと、真ん中のところは発生農家でございますので、全部処分をするということに

なりますが、そのほかのところにも病気が入ってしまっているということで、周辺の

農場につきましても、やはり鶏の処分が必要になってしまうということになります。

このような場合ですと、残念なことに、真ん中の農家以外、周辺の農場全部、５戸の

農場すべての鶏の処分が必要になってしまうということになります。これが鶏の世界

におけるワクチンを使った場合の状況でございます。 

 次に、もう１つワクチン使用することによる問題点をご覧いただきたいと思いま

す。 

 もう１つ問題点がございまして、これはインフルエンザのウイルスというのは、人

のウイルスでもご承知のとおり、変異をしやすいという性質を持っております。ワク

チンを接種された鶏は十分な免疫を獲得できない。そこへ野外のウイルスが入ってき

ますと、鶏の体内で増殖をして、ウイルスが抗体を避けようとして変化を起こしてい

きます。その変化したウイルスがワクチンの効かないウイルス、抗体に抵抗できるよ

うになっていくウイルスで、これがまた新たな感染源になっていきます。だんだんウ

イルスが合わなくなって、効かなくなっていくというような状況が起こってまいりま

す。こうしてウイルスが常在化しますと、人にも感染することが懸念されるというこ

とになります。 

 こういった状況を念頭に置いていただいて、それではどのように使うかという考え

方についてご紹介したいと思います。 

 その第１番目の考え方として、ワクチンは使わない方法があります。とにかく鳥の

病気をできるだけ早く見つけて、鳥の対策をしよう、できるだけ早く抑えてしまうと

いうこと、これによる本病の早期清浄化を図るという考え方、これは現在日本でとっ

ている考え方でございます。ただ後ほどご説明いたしますが、万一の拡大に備えてワ

クチンは備蓄をしております。これが今の状況でございます。 

 次に、インフルエンザワクチンの考え方２つ目でございますが、早期発見、淘汰で

は対応できないような事態、具体的には、発生した農場から周囲にどうしても感染が

広がってしまう、次々と発生が広がってしまいそうになったら、この場合には発生農

場を中心として周囲に防火壁的にワクチンを使うという、リング・ワクチネーション

と言われておりますが、そういう帯状、リング状に抵抗力を持った鳥の帯や輪をつく

っていく、それを防火壁のようにして、広がりをそこでなるべく食い止めようという

考え方でございます。この場合は、使い方について一定のルールを守っていただく必

要があります。再び病気のない状態に戻すためには、野外感染のモニタリングをす

る、感染が確認されてしまえば、ワクチンを打っている鳥であっても全部処分をして

しまう必要があるということと、それから使用した鳥については、一見鳥は元気です

けれども計画的に淘汰をしていく、そういうことによってまた清浄化を図ることにな

ります。 

 それからもう１つ、あまり考えたくない事態ですけれども、最悪の場合、全国各地

で多数発生してしまう事態になったときは、全国的に予防的にワクチンを使うという

ことも考えられます。この場合もかなり時間がかかると思いますけれども、いずれ清

浄化をしていこうということになりますと、先ほど申し上げましたように一定のルー

ルにのっとって使っていただく、そして、感染が確認された場合には、鶏を処分しな

ければならないということは、これはワクチンを打っていない場合、いる場合、同じ

でございます。 

 そして、ワクチンを打っていただくときのルールというふうに申し上げましたが、

これをもう少し丁寧にご覧いただきたいと思います。 

 まず、先ほど申し上げましたけれども、ワクチンを打つときに、全部の鶏に打って



しまいますとなかなか病気が見つからなくなってしまいます。ですから、ワクチンを

打たない鶏を必ず一定の数残す必要がございます。で、この場合は病気が入ると、そ

の鶏が症状をあらわすことによって、この群に感染があるということを知ることがで

きるということになります。ですから、どの鳥に打って、どの鳥に打っていないかと

いうことをきちっと識別しておくことと、定期的にきちんとしたチェックをするとい

う、そういうことが必要になってまいります。繰り返しになりますが、感染が認めら

れた場合、モニター鶏に感染が認められた場合には、この群は全体に感染があった群

ということになりますので、全羽処分が必要になるということでございます。 

 海外でワクチンを使われているということは皆さんご承知のとおりと思いますが、

その状況について、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 

 ヨーロッパ、ＥＵでは原則として使わないという方針であります。使う場合にはＥ

Ｕ委員会の許可が必要ということでございます。イタリアにつきましては2000年以降

使用しておりますが、これはＥＵの許可を受けて使ったものでございます。これにつ

きましては、次のスライドがございますので、そちらでご説明いたします。 

 米国、アメリカでも原則は使っていないということですけれども、これは高病原性

の場合は使わない、摘発淘汰の方で対応しているわけで、今回のテキサス州での発生

でも使用されておりません。ただ、低病原性の場合、あまりその毒力が強くない、毒

性が強くないウイルスによるものについては、連邦政府の許可のもとで使用できると

いうことになっておりますが、原則としては使わないという方針であります。それか

ら、メキシコでも予防的に使われていますけれども、公的な機関の獣医師、あるいは

認証された獣医師の関与のもとでのみ使われているという状況です。 

 韓国では、先ほどもご紹介いたしましたが、昨年の暮れから発生して２月５日まで

発生が続いていましたが、その後の発生はないようでございます。韓国はワクチンは

使わないで防疫を成功させたといってもいいかもしれません。 

 中国ではワクチンを使っているのは、いろいろ報道をされているとおりでございま

す。香港もワクチンによる予防を行っております。それからインドネシアも、今年の

２月から使用を開始しております。 

 これはイタリアでの使用事例を少し詳しくまとめたものでございますが、まず1999

年の３月から2000年の４月まで、かなりの大発生が見られたようです。612例の発生

があって、一たんは終息しておりました。そして2000年の８月からＨ７のＮ１型でご

ざいますけれども、低病原性鳥インフルエンザが再発しました、これは毒性の弱いタ

イプのものですけれども、ＥＵ加盟各国と協議を重ねて、11月になって公的機関の監

視のもとに不活化ワクチンが使用されております。使い方は鶏の飼養密度の高い地

域、1,156平方キロメートルの地域に限定をしまして、そこで飼われている1,500万羽

にワクチンが接種されております。ワクチン接種後は、外から感染してくるウイルス

の伝播が起こっているかどうか、ワクチンによる抗体なのか、外からの感染による抗

体なのか、これをかなり手間をかけて確認をしております。そしてその結果、ワクチ

ン接種期間中に再感染は１度にとどまっておりますけれども、その後2002年の10月、

それから2003年の10月にも再発したという報告がなされております。 

 それから、国際機関がさまざまなワクチンの使い方についての勧告をしておりま

す。高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、すべての発生鶏群の殺処分、これが

まず望ましい対策であるということが言われております。そして、十分かつ迅速な補

償についての検討も必要である、これはご協力いただく生産者の方々への配慮につい

ても指摘をされております。それから、野生動物や豚の処分というのは推奨できない

ということが勧告されております。 

 こちらは鳥インフルエンザの防疫に関するＦＡＯ、ＯＩＥ、ＷＨＯの技術者会合が

出している勧告でございます。本病が蔓延し、鶏の大量殺処分ができない場合、蔓延

してしまってもう処分がしきれなくなってしまったような場合、こういう場合にはワ



クチン接種は適切な選択肢であるというふうに言っております。効果につきまして

は、先ほどご説明したような内容ですけれども、鶏の抵抗力が高まる、ウイルスの排

せつ量は減る、これはワクチンを打っていない場合よりははるかに排せつ量は減ると

いうこと、それから鶏の発症、死亡が減る、人への伝播の可能性も減るということで

ございます。この場合の条件は、先ほど申し上げましたように、当局の指導のもとに

きちっとしたルールのもとに対象鶏と地域を選択して戦略的に使うことが必要だとい

うこと、それからワクチン接種後のモニタリング、モニター鶏を置いたり、抗体の識

別をきちっとしていくということが必要だということです。これはあくまでも鶏の大

量殺処分、これができなくなった場合についての選択肢としての勧告でございます。

 このような中で、万が一ワクチンを使う事態が起こるということも念頭に置いてお

かなければいけません。私どももワクチンの備蓄を既にしております。 

 その場合、心配になるのはワクチンを打った鳥が生産する卵、あるいはその肉が食

品として安全なのかどうかという、このことはまずあらかじめ評価しておいていただ

く必要があるということで、今月１日に食品安全委員会に諮問をさせていただいてお

ります。10日に専門調査会でご審議いただきまして、備蓄ワクチンについては適切に

使用される限りにおいて、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は実質的に無

視できると考えられるが、鶏肉については36週間の出荷制限が必要で、卵については

出荷制限の必要はないというふうに評価をしていただいております。ただ、36週間の

出荷制限ということになりますと、実際に肉用の鶏、鶏肉にする鶏は、だいたい55日

とか60日で出荷してしまいますので、現実的にはそういう鶏には使えないということ

になります。 

 この評価結果につきましては、翌日の食品安全委員会でご報告されまして認めら

れ、現在、3月24日までという、パブリックコメントを受け付けているという状況に

なっております。 

 いろいろご覧いただきましたけれども、何となくわかりにくいと思われるのは、人

についてもインフルエンザのワクチンというのがございますが、人はワクチンを打っ

た方がよいと言われているのに、どうして鶏には打ってはいけないのかなという、そ

ういう疑問があるのではないかと思います。人へのインフルエンザワクチンの接種に

つきましては、その人がインフルエンザにかかってしまったときその症状を軽くでき

ればいい、できるだけ熱が出ない方がいい、ましてや亡くなったりしない方がいいと

いうのが、人の場合でございます。多くの人がワクチンを接種して予防するというこ

とに大きな意味がございます。人の場合は鳥のように処分をしてしまうとか移動制限

をしたりという、そういう選択肢がないということがございます。 

 一方、鳥へのワクチン接種、これは鶏、鳥のインフルエンザウイルスの蔓延を防止

することが家畜衛生上、家畜の防疫上、それから公衆衛生上重要だということで、感

染鶏を摘発して処分してしまうということで対応できる限りにおいては、ワクチンを

使用しないでできるだけ早く病気をなくしてしまう、ウイルスを根絶してしまうとい

うことが適当だというふうに考えられます。 

 先ほどご説明をさせていただきましたけれども、今開発されている、使われている

鳥用のインフルエンザのワクチン、これには感染防御の機能が必ずしも十分ではな

い、ウイルスの排せつまで抑えられるようなものにはなっていないということをご説

明いたしました。今後の問題といたしまして、もっと感染防御機能が高いワクチン、

こういうものが開発できれば、ワクチンを打った鳥に野外のウイルスが感染したと

き、そういう場合であってもウイルスの排せつが極端に少なくできるような、そうい

うものが開発されれば、将来的には防疫対策のさらなる有効な手段として活用するこ

とができるだろうということが考えられます。 

 現在は、日本においてワクチンの有効性、安全性をきちんと評価したもの、それが

ございませんので、海外において使われているワクチンについての評価を日本として



きちんとしておく、そのことは必要なことでございますし、さらに海外にあるものの

中でもどれが優れているのかというような評価をしておく、あるいは日本においても

っと優れたワクチンを開発するということができれば、その方がなお望ましいわけで

ございます。ですから、こうした研究開発、これは産・官・学、連携して推進してい

くことが重要であるというふうに考えております。私ども国といたしましても、ワク

チンの開発、これは輸入して日本に持ってくるということも含めての開発でございま

すが、そういったことへの協力、あるいは薬事法に基づきます承認の手続きの迅速

化、これにはできるだけのご協力をしていきたいというふうに考えております。 

 同時に、使う場合にはルールが必要です。一定のルールをつくっておく必要がござ

います。どういう事態が起こったら使用するのか、使う場合はどのように使うのかと

いうことにつきましても、ワクチン自体の性能評価をしていく、その審査の過程とあ

わせて使い方についてもきちんとしたルールを決めておくことが大変重要であるとい

うふうに考えております。現在備蓄しているワクチン、これは国内での正式な評価が

なされたものではございません。ただやむを得ない場合は使う、そのときの食品の安

全性という観点での考え方、これは食品安全委員会に評価をしていただいているとこ

ろでございますが、万が一の場合に備えて備蓄をするワクチンにつきましても、本来

は評価をされたものを持つことが望ましいというふうに考えております。ですから、

どのワクチンがいいのか、どうやって使ったらいいのかということにつきましては、

今後消費者の方、あるいは鶏を飼っていらっしゃる方々のご意見も伺いながら、きち

っとした方法を決めていくという、そういうことを急いで進めたいというふうに考え

ております。 

 私どもからは以上とさせていただきます。

○姫田（農林水産省） どうもお疲れさまでございました。 

 ちょっとお詫びを、皆様方にお詫びを申し上げないといけないんですけれども、ち

ょっと画像の方が古いバージョンのパワーポイントでございまして、お手元にござい

ます印刷したものについては最新のものになっておりますので、お手元のものをお使

いくださればいいかと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、今、評価の話が出ておりましたが、食品安全委員会からの鳥インフルエ

ンザワクチンの評価について、食品安全委員会の事務局の宮嵜評価調整官から説明を

お願いいたします。

○宮嵜（食品安全委員会） 先ほど栗本課長のスライドの中にも若干ございました

が、お手元の資料の２の見ていただければと思いますが、これが農林水産省及び厚生

労働省から食品安全委員会の方に意見を求められました鳥インフルエンザ不活化ワク

チンを接種した鳥類に由来する食品にかかる健康評価のとりまとめでございまして、

３月10日の動物用医薬品専門調査会において審議が行われたところでございます。 

 お手元の資料の中身につきましては、既にここの会場にいらっしゃる皆さんご案内

のことと思いますので、評価結果の案のところについてのみ、簡単にご説明させてい

ただければと思います。資料２の７ページになるかと思いますが、その５.「食品健

康影響評価について」というところでございます。そのまま読み上げさせていただき

ますと、「ノビリスインフルエンザＨ５の主剤は鳥インフルエンザウイルスＨ５Ｎ２

亜型をホルムアルデヒドで不活化させたものである。このため主剤は感染力を有する

ウイルスを含んでいない。また、製剤に使用されているアジュバンド等の添加剤につ

いては、いずれも国内もしくは国外において医薬品や食品添加物としての使用実績が

あり、国際的な毒性評価も存在している。ワクチンの摂取量を考慮すると、同様の組

成を持つ既承認のワクチンと同様の管理が行われれば、含有成分の接種による健康影

響は実質的に無視できると考えられる。これらのことから、ノビリスインフルエンザ



Ｈ５については、適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を

与える可能性は実質的に無視できると考えられる」というふうにまとめられたところ

でございます。 

 また、これにあわせましてリスク評価そのものではございませんけれども、専門調

査会としてリスク管理にあたって留意していただきたい点ということで２点ほど指摘

されているところでございます。それがただし書きから下のところの２点でございま

すが、１点は休薬期間の問題でございます。評価の対象となりましたワクチン、ノビ

リスインフルエンザＨ５につきましては、アジュバンド消失の確認についての情報が

入手できておりませんでした。しかしながら一方、国内で同様の組成のワクチンが既

に承認されておりまして、その出荷前36週間は注射しないことというふうにされてい

ることから、今回評価いたしましたノビリスインフルエンザＨ５につきましても、ア

ジュバンドの消長は同程度になるのではないかというふうに推測されるというふうに

考えまして、したがって、「局所に残留したアジュバンドが摂取されることのないよ

う、少なくとも接種後36週間は食鳥処理場に出荷されないよう休薬期間をもうける必

要がある」という指摘になったところでございます。 

 で、２点目はワクチンの使用にかかる問題でございますが、これも評価書の中にも

ございますが、各種の広域試験の結果などから、「ワクチンの接種は感染そのものを

防ぐことはできないほか、ワクチンによって鳥インフルエンザに抵抗力を獲得した鶏

は、臨床症状を示さずウイルスを保有する可能性があることから、早期摘発が困難に

なるという家畜防疫上及び公衆衛生上の問題がある」というふうに考えられたところ

でございます。 

 したがって、「ワクチンの使用は、早期摘発及びとう汰により根絶を図ることが困

難となった場合に限定するとともに、その場合にも、国の家畜衛生当局の指導の下

に、モニタリングの実施など十分な管理措置を講じた上で行うべきである」という指

摘がされているところでございます。 

 これらの審議結果案につきまして３月11日の食品安全委員会の方に専門調査会から

報告させていただくとともに、３月11日から２週間という期間で国民の皆様からの意

見、情報の募集を行っているというところが現段階でございます。 

 以上でございます。

○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、このほかに今までの説明、あるいはこのほかに研究者の方々から補足説

明がございましたらお願いいたします。特にございませんでしょうか。 

 ないようですので、それでは今までの説明のところで、質問ということで、少しわ

からなかったというような、もう少し説明してほしいというようなことがございまし

たら、ご質問受け付けたいと思いますので、どなたかございますでしょうか。

○栗木（生産者） 栗本課長のご説明は理解できるわけですが、我々生産者から見る

と偏りがあるんじゃないのかなという、そういう印象を持って私は聞かせていただき

ました。 

 例えば、感染を防御できないワクチンというところですが、鳥インフルエンザワク

チンとそれから口蹄疫のワクチンだけは挙げられていたのですが、そういうワクチン

で生産段階で非常に役に立っているワクチンはほかにもございますので、そういうも

のもですね、やっぱり説明をしていただくと我々以外の方、専門家の先生は十分ご存

じだと思うんですが、消費者の方等にもですね、理解が得られやすいんじゃないかと

思います。 

 完全防御できないから、またはそのワクチンを使用することによって幾つかの問題

点を言われている、そのことについてはわかるわけですけれど、我々生産者として



は、この病気を何とかコントロールして、そして経営を安定的に行いたい。このこと

によって経営が破綻することを非常におそれているので、そういう面から我々生産者

というのはワクチンの使用で何とかできないのかなと思っておりますので、その辺の

ところをですね、我々の気持ちをくんでいただいた中での説明がなされると、もっと

我々の気持ちが伝わるというふうに思って聞いておりました。ですから、その辺のと

ころもですね、一方的な観点からの説明だけではなく、消費者の方等にも理解してい

ただけるような説明を行っていただけるとありがたいということであります。

○姫田（農林水産省） ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。

○梅原（生産者） まあお話は一応の理解はできます。 

 しかし、実は昨日、全国の生産者が約300名集まって、この問題に対する、生産者

集会を開いたわけですが、皆さんご存じのように、大型の農場にウィルスが入って、

実にまあ悲惨なことですけれど、そのご夫婦が自殺をなさるというような状況まで出

て、養鶏家が悪いと我々生産者に一番非難が集中しておりますが、考えてみますと、

この病気に対する防除方法というのが私たちには何もないんですね。ですから、農場

の方はまさに最大の犠牲者であって、現状の防疫マニュアルでは、補償も何もない。

そういう状況になりますと、私ども同じ生産者として、きわめて心理的に、ウィルス

が入ってくることは即倒産につながりますから、ほかの病気であってほしいというふ

うに考えるのが普通でありまして、そういう中から悲劇が起こったというような実態

です。それはそれとして、先ほどの、基本は発生した場合は早期発見等だなというこ

と。これは我々も非常に理解できます。 

 私どもと衛生局のところで、見解が違うのはどこなんだろうかというところなんで

すが、やはり現状認識のところで、基本的に違う。ですからＯＩＥも指摘しているよ

うに、この10ページ目のところ、「鳥インフルエンザワクチンの使用の考え方（その

２）」というところで、「早期発見と淘汰では対応できない場合」というところがご

ざいますけれども、その下には、いわゆるここに書かれていることは、感染が一農場

からほかへ広がった場合、あるいは全国各地で発生した場合、こういう場合にはやは

りワクチンを使うというのはきわめて有効であるということをＯＩＥが指摘している

わけです。私どもしては、現状の４例及び京都の場合は、もう既に高田養鶏場という

ところで、きわめて徹底消毒しているにもかかわらず侵入している事例があるわけで

すから、こういう事例を見ると、ワクチンを使わないと、再発防止は不可能であると

思っております。 

 養鶏密集地帯である千葉とか茨城とかでは、1,500万羽から2,000万羽おります。こ

ういう密集地では一農場でも、50万とか場合によっては100万羽の農場があります。

また京都の農場も、自衛隊が一斉に入って、まだ１カ月近く経っていますけれども、

処理できてません。 

 こういうことが、日本の地方自治体の中で、早期発見と淘汰で処理できない、まさ

にＯＩＥが言っているこういう状況じゃないかと思う訳です。こういう実情を無視し

てですね、原則論だけでやると、これはもう再発を防ぐなんてことはまず不可能では

ないかと思います。そういう観点におけるご説明がされていなかったんじゃないかと

いう気がしてならないのです。

○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、もう大分質問というよりは意見交換の流れになっているかと思いますの

で、意見交換をこの後の12時15分ぐらいまで行ってまいりたいと思いますので、今の

点につきまして、１つはほかに感染防御できないようなワクチンであっても有効なワ



クチンがあるんじゃないかというお話、それから、今の現状認識の違いとをＯＩＥの

考え方についてもということでございますので、大槻先生、ございますでしょうか。

○大槻（学識経験者） 鳥取大学の大槻ですが、今ご質問になりましたもので、すべ

てではないんですが、部分的に私が考えておりますところをちょっと申し述べさせて

いただきたいと思います。 

 先ほど、今お話になった３ページの2の「病原体の感染を防止できないが、病原体

の増殖を抑え、発症・死亡を抑制するもの」ということで、これは、鳥インフルエン

ザワクチンと口蹄疫ワクチンしか挙げていないのではないか、もっとほかの病気があ

るというご指摘でしたが、私はこの３ページの2でお示しいただいたのは、これは家

畜伝染病予防法のいわゆる法定伝染病ですね、一番危険度の高い疾病に対するワクチ

ンを挙げられたのだと、そのように解釈しております。ですから、こういう危険な疾

病に対するワクチンで、その効果が完全でないといいますか、抑制し得ない、そうい

うワクチンについては、やはりその疾病の性格上、問題がある、そういうことでここ

に掲げられたと思います。 

 実は、今ご指摘のように、非常に多くの、例えば鶏に限りましても、ワクチンは実

際に使われております。ご指摘のように、多くのワクチンは、そのワクチンを接種し

たからといって完全にその疾病の発生を防げるものではない、というものがかなりあ

ります。例えば鶏伝染性気管支炎という、これはコロナウイルスによる疾病なんです

が、これはもう過去、40年近い間いろいろなワクチン、これは今回ここに示されてい

る不活化ワクチンではなくて生ワクチンというもっと効果の期待できるワクチンがあ

りまして、そういうワクチンが随分使われてきております。しかし、疾病の発症を防

ぐことはできないという代表的な事例になっています。 

 しかし、そういうようなほかの疾病は、この鳥インフルエンザのように、ある場合

には公衆衛生学現象に大きな意味を持つという疾病ではなくて、ただ単にその鶏の生

産性に影響を及ぼすという、そういう疾病に対するワクチンであります。したがっ

て、ワクチンを接種することによって期待できる期待そのものが疾病の種類によって

違ってくるわけです。ですから、ほかにもこういうようなワクチンがあるのですけれ

ど、例えば生産性がそのワクチンを接種することによって10％向上した。あるいはそ

の品質が10％向上したという、もしそういうようなメリットがあれば、そのようなワ

クチンは、そういう面から接種して非常に有効だという、そういう判断が下されるわ

けです。ですから、こういう鳥インフルエンザのような非常に危険度の高い疾病につ

きましては、やはりその発症、死亡を完全には抑制し得ないというワクチンについて

は、やはりそういう問題が残るというように考えています。 

 それと、この資料１の10ページの「鳥インフルエンザのワクチンの使用の考え方」

ということなんですが、今、ご指摘のありました、例えば京都の事例の場合、確かに

最初に発生しました大きな養鶏場から５キロほど離れた養鶏場に、多分二次感染した

んであろうと見られております。たまたま私はその二次感染したと思われる養鶏場

を、殺処分を受ける何時間か前に京都府庁の依頼を受けまして、見ております。その

ときの感じからしますと、二次感染を受けた養鶏場というのは、１つの鶏舎で大体

3,000羽くらいの鶏が飼われていました。これは肉用鶏なんですが、その場合、ほん

のわずか、そのうちの20羽程度が死亡したという非常に早期発見という典型的な例で

あったと思います。ですから、まだ鶏群全体が生きているときに見たわけなんでござ

いますが、よくこんな程度でその飼い主の方が鳥インフルエンザを疑われて、京都府

にご相談されたというように、ちょっと言い方は悪いかもしれませんが、感心しまし

た。早急に殺処分が行われたわけです。そのとき私が受けた感じからしますと、まず

その二次感染を受けたと思われる養鶏場からほかの養鶏場にその疾病が拡散するとい

う、そういう危険性はきわめて少ない。多分そこの養鶏場でおさまるであろうと。で



すから、この疾病については、早く見つけて、すばやい初期対応というのが非常に重

要だということを私も実感したところであります。 

 ですから、今国内で京都を含めまして、山口、大分で出ています。山口の事例につ

きましては、実に79年ぶりで発生したにもかかわらず、非常に私どもの目からします

と早い行政措置がとられたというぐあいに認識しております。大分もしかりです。で

すから、そのような措置をとることができれば、まず感染が拡大する、まあ絶対にし

ないという保証はないわけなんですが、感染は拡大しないという、そういう確率は非

常に高いように思いました。 

 そういうことで、私の考え方としましては、農水省の方のご説明がありましたよう

に、そういう早期発見、すばやい初期対応ということで、この疾病の蔓延というのを

防ぐことができるのではないかというぐあいに考えております。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございます。 

 ちょっと栗本の方から少し病気の具体的なものについて補足させていただきます。

○栗本（農林水産省） 先ほどのご説明の中で、スライドにはあまり文字が書き込め

ないということもございまして、必ずしも十分なご説明ができなかったのですが、先

ほど生産者の方からご意見ございましたように、鶏の病気というのはたくさんござい

まして、ウイルス病の場合、多くの病気についてワクチンで病気をコントロールしな

がら飼っていただいている、それによって安定的な卵の生産ができているということ

は間違いのないことでございます。 

 今、手元にあります資料では、ウイルスに対する病気、あるいはその細菌、もう１

つ原虫病などにつきましても、現在、ワクチンが実用化されて使われております。種

類にして17種類、それぞれいろいろ銘柄がございますので、相当の数のワクチンが使

われていることは事実でございまして、多くのワクチンの場合、ウイルスの排せつま

で止める、感染防御ができるというものは逆にまれでございます。先ほどご説明いた

しましたようなニューカッスル病のウイルスのワクチン、それがそういう意味ではむ

しろ例外といってもいいのかもしれません。そういう状況でございます。

○梅原（生産者） 大槻先生はですね、京都の事例を出していわゆる早期発見で処置

が対処できるんだというご意見なのですが、そこのところです、私どもと違うのは。

確かに我々も山口の事例、あるいは大分の事例では早期発見、淘汰でおさまるんでは

ないか、まあ現におさまってますね。そうあってほしいというふうに願ってきまし

た。それが京都に入ったわけです。それがまたその近所の数キロ離れた隣の農場にう

つったわけです。何とかここでおさまってもらいたいと思いますけど、まだ浅田農産

の処置は終わっていないんです。 

 こういう状況の中で、いつ、日本中どこで起こってもおかしくない状況だと思うん

ですよ。そうすると、例えば、先ほどから言っていますけれども、養鶏密集地帯の茨

城県あるいは千葉県、鹿児島県、この辺に起きたらですね、早期発見と淘汰で本当に

できるのでしょうか、物理的にいっても。これは我々は心配で寝ることもできませ

ん。 

 流行してからワクチンを打とうというのが農水省のお考えですけれども、今ここで

論じられているワクチンというのは不活化ワクチンなわけですから、予防的に接種し

て、しかも２回やって初めて効果が期待できるワクチンですから、少なくとも今の日

本の現状というのは、先ほどの課長の説明にもあったように、アジア全体、世界全体

に広がっている中での日本の発生なんです。しかも狭い国に、産卵鶏だけでも１億

4,000万羽いるんですよ。そして早期発見、淘汰でやったらですね、おそらく5,000万

羽ぐらい殺処分しなかったらおさまりがつかないじゃないか、そういうことがです



ね、果たして効率的で、本当に対処方法としていいんだろうか。というのは今、補償

もほとんどありませんから、いわゆる我々産業界の、事情を考えていない現在の防疫

マニュアルであり、病気自体もおさまらないし、おさまったとしても我々の産業界は

まず崩壊します。この辺の責任なり、何なりはどういうふうにとっていただけるの

か。それから、病気の再発を抑えるという点からもまず不可能だと。その辺のところ

がどうも先生と私どもと見解が違う。要するに実態をよく理解していただいていない

のではないかと、失礼な言い方かもしれませんけれども、そう思えてならないんで

す。

○姫田（農林水産省） 実態についてのご理解に大分、差があるようでございます。

まずは現状について私ども行政の方から、少しお話をさせていただいて、また、大槻

先生、寺門先生、現地の状況をよくご存じでございますので、少しお話しいただくと

いうことにしたいと思います。

○栗本（農林水産省） 今お話がありましたので、これまでの経緯について、ちょっ

と事実関係のご紹介だけさせていただきたいと思います。 

 最初に起こりました１月12日に確認がされたこのケースでございますが、実際に清

浄性の確認、農場における措置が終わりましたのはおよそ10日後でございまして、１

月21日に農場における措置が終了して、移動制限の解除がなされたのが２月19日で

す。これは初発でしたので、私どもが持っておりましたマニュアルの原則どおり、目

いっぱいの広さに移動制限をかけ、期間についても原則どおり適用するという、そう

いう形なっております。 

 ２例目の場合は、非常に農場における措置の終了が早く、確認されたのが２月17日

で翌日には農場の措置がすべて終わっておりまして、10日経ったところで清浄性の確

認を順次やっていただきまして、半径５キロのところまで移動制限を解除してきて、

搬出制限という少し緩やかな規制に変えて、その搬出制限も解除できたのが３月４日

でございます。ですから、２例目につきましては、かなりマニュアルの運用を緩やか

にして、結局動かせない期間に産み出される卵、これが出荷できないということが非

常に大きな問題になったわけですので、それをできるだけ解除して、少なくするとい

う方向でのマニュアルの運用をさせていただいているというところです。 

 それから３例目、今回の京都の事例でございますけれども、２月28日に感染が確認

されました。非常に規模が大きいということで現地では大変ご苦労いただいたわけで

すけれども、３月12日に農場における処置、これは鳥の焼却、埋却がすべて終了して

おります。 

 それから、京都で先ほど大槻先生からご紹介ありました２例目のものですけれど

も、こちらは非常に対応が早かったということで３月５日に感染が確認されて、埋却

終了が11日ということで、大変速やかな対応をしていただいているところでございま

す。 

 そのほかにも、卵が出荷しやすいようにということで、加熱処理をする目的で、液

卵の形で加工用に使う卵での出荷ができるように、加熱処理をするために卵を移動す

るというようなことについては、早い時期から安全性の確認をきちっとした上で動か

せるようにするといったようなこと、それからほかの保管施設に動かすというよう

な、できるだけ卵を有効に利用できるようにしていただくというための措置、こうい

ったことは個別に対応させていただいているところでございます。 

 それから、やはり移動制限をかけて、鶏の病気の出方、それを監視させていただく

期間を、移動制限ということで生産者の方にご協力いただくわけです。そのことによ

って起こります卵の出荷ができなかったことによる損失、それはかなりのものがある

わけでございまして、これにつきましては補償あるいは助成といった形での措置、こ



れも全くないわけではなく、とらせていただいているということで、現在もその対応

を検討させていただいているところでございます。

○姫田（農林水産省） 大槻先生、寺門先生。補足ありますでしょうか。

○大槻（学識経験者） 今いろいろご心配なさっていることをおっしゃっておられる

わけで、私もある意味ではおっしゃるとおりだと思っております。 

 ただ、今回の発生につきましては、最初山口で出て、大分で、それからかなり飛ん

で近畿地方、京都で出たということでございます。感染ルートというのは今鋭意調べ

られていますが、これまで私どもがわかっている範囲では、まだどこからこのウイル

スが来たかということはわかっておりません。ただ、中国あるいは韓国というような

予測ができようとは思うのですが、今申し上げることができるのは、このマニュアル

がつくられたときもそうだったのですが、これまで世界の大きな鳥インフルエンザの

発生というのは、ほとんど最初は弱毒の鳥インフルエンザウイルスが侵入して、その

弱毒の鳥インフルエンザに対する対策を、徹底的な対策をとらなかったために、結果

的には野放し状態になり、それがあるとき突然高病原性化して、それで非常に大きな

被害が出たということがあります。ですから移動制限が５キロとか10キロとつくって

いてもほとんどそれは意味がなかった、これまで世界各国の発生はそういうことだっ

たと思います。特に欧米先進諸国ではですけれども。 

 そういうことを想定していたんですが、実際に今回、日本で発生したその発生の状

況からしますと、そういうこれまでの発生状況とは違いまして、これはまず間違いな

いと思うんですが、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが、いきなり持ち込まれ

た。ですから、いわば被害者的な感じの立場でしかないという、そういうことだった

と思います。ですからこれは多分、世界的に見てもそれほど例のない、そういう事例

だったと思います。ですから、ちょっとそういうこともあまり考えていなかったとい

うことは、これは事実であります。 

 ただ、そういう発生状況からしますと、これから次第に明らかになると思うんです

が、多分北九州から近畿地方まで何か野生動物が運んだかもしれない、あるいは人と

か車両がそれに関係していたかもしれないということで、かなり地域的なものがある

んじゃないかと個人的には考えています。ですから、逆に言いますと、発生のない島

根県だとか鳥取県だとか、あるいは広島、岡山の山間部、あるいは兵庫県、そういう

ところが大丈夫かなというのをむしろ私個人としては心配しておりまして、人為的に

このウイルスが拡散されない限り、一度に日本全国に蔓延してしまうという、そうい

う可能性は低いんじゃないかと考えております。ですから、そういうやはり危険性の

あるところから重点的に警戒態勢をとるということが必要ではないかと考えておりま

す。 

 それと先ほど、密集地でもし出たら後の処分、処分をするための土地がないからで

きないじゃないかということをおっしゃられましたが、それは全くそのとおりであり

まして、山口県の発生の場合、それから京都の場合も非常に困りまして、とりあえず

は埋却するということになっています。何も影響を受けたのは京都だけではなくて、

まだ感染していた鳥が兵庫県まで持ち運ばれて、八千代町ですか、そちらの方がそう

いうことで被害を被って、そこの食鳥処理場で約１万羽の鶏をどう処分するのかとい

うことで非常に兵庫県側も困られたということで、こういう問題が起きますと、いろ

いろな、そういう後の処分というのが大きな問題になっています。 

 そのときに非常に強く感じたのは、なかなか埋めることもできない、本当は燃やし

てしまうのが一番いいとは思うんですけれども、なかなかそれがうまくいかない。

で、私たちはそういう面では素人なんですが、そういう私たちの目からしますと、非

常に大きな焼却炉を持っておられるような施設がいくらでもあるのに、なかなかそれ



が使えないというのが現実で、これまでこういうような事例がなかったから、あまり

考えてこられなかったかもしれませんけれども、やはりこれからは今回のような発生

がこれからもあるかもしれないということを念頭に入れて、その場合にはやはり安全

な、しかも速やかな処理をどのようにしていくのかということは、やっぱり一部局で

はなくて全体で考えていかなければならないと、そういうぐあいには考えておりま

す。 

 それと、密集地で出てしまったらどうするんだということなんですが、全くそれは

おっしゃるとおりだと思います。ですから、今のところこれといった具体的な対応策

はないのではないかと思います。長い目で見ますと、狭い地域に巨大な養鶏地帯をつ

くるということは危険性が高いということは今回の事例でわかりましたので、やはり

全体的なところを産官一緒になって考えて、新しい考え方というのをつくり出してい

くしかないんじゃないかなと現状では思っています。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 少し現状認識ということで、なかなか今のような状況でございますが、実は先ほど

のワクチンの評価の場合、ブロイラーでは打てないというようなことにもなっており

ますが、そういうことも含めて、ブロイラーの生産者として幾野さん、何かございま

すでしょうか。

○幾野（生産者） ときめきファームの幾野と申します。ブロイラー業界の方の推薦

で今日参りました。 

 今、ワクチンの技術的な観点のほかに、やはり私どもやっぱり産業的な観点として

ですね、今回の鳥インフルエンザ問題というものの意見を述べたいなと思っていま

す。 

 １つは今、いわゆる山口、大分、京都という事例の中で、鶏肉の消費は１例目より

２例目、２例目より３例目がどんどん落ちてきています。現状、我われの感覚では、

大体前年比約30％ぐらい鶏肉の消費が落ちているということで、これによる価格の低

下、これは前年比でいえば約25％ほど、主力商品のもも肉の価格が下がっています。

もし年間こういう状態が続けば、業界全体としては数百億円のロスになるということ

です。産業界全体としての、いわゆる我われ鶏肉製造・生産業界として非常に憂慮し

ているのは、まずそういった面で、消費者の不安心理から消費が落ちているというこ

とが非常に大きなマイナスになっています。 

 したがいまして、今、議論していますけれども、発生するたびごとに消費が落ちて

いるというのが、非常に憂慮しているところでございます。その今の議論の中で発生

したら撲滅するといっても、そのたびごとに消費が影響を受けるということは、これ

は防げないと思います。したがいまして、先ほどワクチンの議論の中で、確かに不完

全かもしれませんけれども、いわゆる食品の衛生安全上問題ない、ワクチンも不完全

ながらでもいわゆる抑制効果が期待できるということであれば、ワクチンを予防的に

使用するという、そういったことを今後考えていただきたいと思っております。 

 その中で今申し上げましたけれども、我々ブロイラー業界のいわゆる鶏肉の場合

は、先ほど栗本さんからもありましたけれども、だいたい55日くらいで出荷しますの

で、鳥そのものにはワクチンを打てないと、この辺は先ほど36週間期間が必要だとい

うことで打てないということであれば、やはり採卵鶏、いわゆる長期間飼育する採卵

鶏及び我々の親鳥ですね、ブロイラーの親鳥、これにそういったワクチンをもし接種

できて、今言った形で全国的な発生が抑制できればと思います。我われブロイラーの

場合、非常に飼育期間が短い。短いし、55日で出荷するごとに、鶏舎をクリーニング

してまた次の鳥を入れるという形で非常に短いサイクルで回っています。そういう意

味ではブロイラーそのもののリスクというのは、多分採卵鶏だとか親鳥と比べたら少



ないんじゃないかなとそういうふうに思っておりますけれども、やはりこれは採卵鶏

でもブロイラーでも親鳥でも全部鳥は鳥です。そういったことで、今回の事例でもや

はり消費減退という中での大きな影響を受けているということでありますので、今言

った形でワクチンの予防的な使用について、何らかの方向性が見出せればと思ってお

ります。 

 それともう１つ最後に付け加えますけれども、やはり今回の事例の中で我々契約養

鶏農家も、やはり不安を持って毎日鳥に接しています。そういうことでの不安と、も

う１つはやはりもし万が一自分のところで出た場合、周囲に迷惑をかけるということ

で、いわゆるそういう不安心理でですね、やはり休業したいとか、廃業したいという

ふうな声も出始めてます。そういったことで、私どもとしては産業的な面で非常に危

惧しているところですので、方向としてはワクチンの予防的な使用という方向で考え

ていけたらなと希望している次第です。 

 以上です。

○栗木（生産者） 今ブロイラーの方からもお話がございましたように、我われも、

卵の方も、当初山口県それから大分県の方での発症のときはそんなに大きな消費の減

退というのはなかったように思います。少しの減退はあったと思いますが、限定的な

部分であったというふうに思いますが、京都の事件は我々の仲間が起こした不祥事と

いう部分もあるかと思いますが、先ほど梅原さんが申し上げましたように、心情とし

ては隠すような方向になってしまった、報告が遅れるようになってしまったというの

は、その背景にあるものをご理解をいただきたいというふうに思います。起こした行

為、やった行為としては問題があって、本当に我々生産者としてはお詫びをしなけれ

ばならないということは重々認識をしておりますけれど、あの事件以来、大変な消費

減退を起こしております。これは韓国でも起こっているようでありますけれど、大量

殺処分とかですね、ああいうものものしい警戒の中での報道がいっぱい行われます

と、家畜防疫措置ということで行われているにもかかわらず、食品の安全という部分

で、消費者の方が非常に心配をされてそして減退を起こす。このことについてはなか

なかいい方策がないということは我々としても非常に心配な部分であります。そうい

う観点がありまして、動物愛護という部分、それから環境汚染ということも考えます

と、今、栗本課長がおっしゃったように、３件目の京都は20万羽という大変な大きな

羽数だったというふうにおっしゃったのですが、これは我々業界の認識としては今20

万羽というのは大変大きなというよりも、むしろ普通規模ぐらいで、50万羽、100万

羽という、そういう大規模な経営も非常に多くなってきている。なお、密集地という

ふうに考えれば、先ほど梅原さんが申し上げましたように、一千万羽、数千万羽とい

う単位にもなり得る。 

 そういうところでの発症を想定した場合に、今の防疫マニュアル、防疫方法でいい

のかということで我々一番危惧をしております。特にワクチンの、慎重に使用しなけ

ればならないという今お話を、先生方、農水省から伺えば、これは我々としても全く

理解できないわけではないし、撲滅という方向についても、これは全く一致すること

であります。それにつきまして、撲滅という方向であっても、ワクチンを全般的に使

うのがなかなか難しいのであれば、大型の養鶏場、または密集地を中心にですね、完

全な管理のもとに防疫的に使うという、そういう方法も視野に入れながらやらない

と、我々としては現実的じゃないと考えております。 

 そういう面で今、メキシコから輸入されたワクチンの評価も行われておりますけれ

ど、もっともっと新しい良いワクチンが開発中、またはできあがっているというふう

に聞いておりますし、先ほども栗本課長からもお話がございましたように、良いワク

チンができてくればですね、防疫的な使用も考えられるんだとおっしゃっていました

が、これは私はぜひ何らかの形で、将来より効果的なワクチンができるのを待たず



に、少しでも良いワクチンができれば、どこかで使う機会というのはないのかという

ことも十分ご検討がいただきたいというふうに思うのと、今ブロイラーの方もおっし

ゃったように、消費者の方々にご安心をいただくような、そういう体制というのは今

回配慮が足りないのではないかと思います。あのものものしい警戒で、白装束でです

ね、毎日毎日テレビで報道されれば、消費者の方は不安を招かれるというのは当たり

前の話なんです。ただ防疫ということで、または万が一人間への感染ということであ

れば、ああせざるを得ないと、これは理解できるわけですけれど、そういうふうには

消費者の方には思っていただけない。それから防疫措置ということで出荷された卵や

肉をですね、回収するといってやるわけです。これも回収するといってやれば、安全

じゃないから回収するんじゃないかというように、これも消費者の方が思われて、も

う全くそういうように我われの周りの消費者の方とお話ししてもそういうふうに思わ

れているわけです。 

 こういう問題をですね、なかなかきちっと解決しないで、防疫措置だ防疫措置だと

いって、やって、そして我々生産者の、経営の問題も十分考慮に入れないで、補償も

微々たる補償で、国家権力によってああいうふうに回収しろとか、移動制限だとか殺

処分だとかいうふうにやられてですね、これは本当にもう発症、またはそういう処置

が行われたらイコール倒産だという、そういう我々生産者の実態の認識が農水省にも

先生方にもない。非常にこれは残念だと思っています。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございます。 

 まず風評被害や消費者の心理の話が出まして、その後、大型あるいは密集地につい

て限定して使用できないかというような話がありまして、それから回収の話が出まし

た。それから生産者の経営をどう考えるかというようなことがあったと思います。 

 まず、せっかく今日、消費者団体の方々に来ていただいておりますので、いわゆる

風評被害とか、あるいは消費者の心理、あるいは消費の減退というようなことについ

て、和田さん、中野さん、伊東さんの順で少しお話しいただいて、それから大分風評

被害の防止に努めていただいている見上先生に少しお話しいただければと思います。

 それから、あと大型密集地の限定ということについて、寺門先生か大槻先生、ある

いは山口先生にお話し願いたいと思います。 

 回収の件については、厚生労働省の外口さんから、どういう経緯で回収、当初回収

されたかというお話いただければと思います。 

 最後に、経営の話をもうちょっと持っていこうかと思っていますので、そういう順

番でお話していただければありがたいです。 

 それでは中野さんからお願いいたします。

○中野（日本生協連） あまり話題を大きくしないということが今日の会合の約束で

もありますが、大きな話題にも少し触れざるを得ないのかなというふうに、これまで

の議論を聞いて思っています。 

 この会合の本来の目的である鳥インフルエンザワクチンについて私たちが考えてい

るのは、使っていいかどうかという問題ではなく、いつ使うべきかというところの論

点が、まだ生産者団体の方と学識経験者の方のところで見解がかみ合っていないとい

うか、コンセンサスがまだ得られていない状態であるため、この点について引き続き

意見交換を実施し、お互いの合意形成に向けて、引き続き努力していただきたいと思

っております。 

 今、消費者の心理でということでお願いがありましたが、鳥インフルエンザそのも

のの問題については、３件目の京都の事件のところで、先ほどの生産者団体の方から

もお話があったように、不祥事という形が入ってきてしまったため、鳥インフルエン

ザ問題で出荷量なり鶏肉の生産量が落ちたのは何に起因するかということが、糸がぐ



ちゃぐちゃにからまった様に複雑になってしまい、現時点の根本的な問題は何かとい

うことを究明することがますます難しくなってしまっていると思っています。 

 鳥インフルエンザがまだ国内で発生していない時から、私どもが中国やタイから鶏

肉を加工した商品等を仕入れて販売していることについて、「中国とかアジアで鳥イ

ンフルエンザ問題が発生しているのに、そこの原産地の肉を使うのはいかがなもの

か」というご意見も何件かいただいてもおりましたので、当初から鳥インフルエンザ

問題ということに対する懸念や不安は消費者の中に少し存在していた所に、事業者の

不祥事というコンプライアンスに関わる問題も発生し、不安がさらに拡大してしまっ

たのではと思われます。そのため、問題はますますこんがらがった状態になり、事態

としての解決を見出すことがますます難しくなってきていると見ております。 

 また、今日のお話を聞いていて、例えば今回の鳥インフルエンザのワクチン問題一

つ取ってみたとしても、そもそもワクチンというものがどういうものなのか、例えば

ワクチンの効果には完全にウイルスを抑えて排出しないものと、そうではなく、人の

インフルエンザワクチンもそうですが、発症は抑え続けるがウイルスは排出するもの

の２つの性質に分かれるということについても、あまり知られていないと思います。

このような、ワクチンそのものについて、なかなか理解が広がっていないように感じ

ます。先日の東京の意見交換会や今後行われる京都の意見交換では、このような事に

対する説明も含めて、参加された方に対しては、ある程度きちんとした情報が伝えら

れていくと考えていますが、根本的な問題も含め、きちんとした情報を広く伝えて意

見を交換していくということがさらに引き続き実施されていかないと、今回の「いつ

ワクチンを使うのか」という議論についても、私どもとしてはなかなか判断がしづら

い面があります。 

 また、学識経験者の方から科学的にきちんと理路整然と説明するということについ

ては、きちんとした科学的な裏づけがあるのであれば、それを元に議論を開始するべ

きではないかと思っております。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 和田さん、お願いします。

○和田主婦連合会 私も意見を申し上げるというよりも、むしろ今日はいろいろと勉

強させていただいたというところです。 

 それで、食品としての鶏肉なり鶏卵の安全性ということについては、いろいろなと

ころからの情報で、食べることによって人が感染した例はありませんという、非常に

短い文章でなおかつわかりやすい情報というのが随分流されていると思います。私た

ちも質問を受けますと、これは私など専門家ではありませんけれど、この文章が一番

わかりやすいなということで、会員であれ、それから外からのお尋ねがあっても、そ

ういうことは申し上げております。 

 ただ、生産者の方がおっしゃったように、本当に何となくいろいろなマスコミの伝

え方によって、いろいろな感じを受けてしまっている消費者がこれはないとはいえな

いということがいえるのではないかなと考えております。ですから、情報としては非

常に正確な情報が出されてはいるのですが、それが必ずしも消費者の一人一人のとこ

ろまで届いているのか、それから受け止められるような形で届いているのかというこ

とに関しては、まだまだやりようがあるのかなという気はしております。 

 それから、ワクチンのことに関しては、これは全く、今私がここでどうこうという

意見を申し上げられる段階ではありません。このワクチンが大きく分けて２種類あっ

てと、さらに後からお話がありました。いろんなワクチンのお話もありました。そし

て今私にわかっておりますことは、今中野さんが言われたことと同じく、いつ使うの

かということが非常に、今の段階での大きなポイントになっているんじゃないかと。



生産者の方と専門家の方との間でのお話を伺っておりまして、もっとそこのところの

話を詰めていただくぐらいで、それを伺って消費者が今の段階でどうこう言えるよう

な問題ではないということだけ申し上げておきます。 

 それから、やはりこれは全然脱線するかもしれませんけれど、ＢＳＥがあり、それ

から鳥インフルエンザがありということで、消費者の方でも、私たちの団体の中でも

何か話が出ますと、やはり日本の畜産のあり方なり、日本の農業の問題、それから自

給率の問題なんかをこれを機会として消費者が参加して考え直す時期に来ているんじ

ゃないか、そういうことをやらないで、ＢＳＥが終わったからもうこの問題はおしま

いであるとか、鳥インフルエンザがある程度終息したから畜産そのものを考えない

で、もうこれでおしまいだということで今と同じような畜産をし続けていっていいか

どうかということを考え直さなければいけないのではないでしょうか。今日出されま

したこととは全く違いますけれども、いろんな機会にそういうことを発言しておきま

せんと、いつの間にかそれがまた消えてしまいますので、それを加えさせていただき

ました。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございます。 

 伊東さん、お願いします。

○伊東 私どものところでも、機関紙で鶏肉等を食べても大丈夫だということを盛ん

に言っているんですけれども、お２人がおっしゃっておりましたように、不安が大変

大きくって、なかなか消費につながらないということは、おっしゃっているとおりだ

と思います。 

 それに風評被害みたいなものは、どうしても出てしまうと思います。ＢＳＥのとき

もそうだったのですが、全頭検査をすることによって消費者は一応安心ができました

よね。そういうものがこのワクチンにもあるのかどうか、その辺も私たちにはわかり

ません。ワクチンを使うことによって肉や卵は食べられるといわれました。しかし、

移動のためだということは、今こちらの皆さんおっしゃっているように、テレビであ

あいう宣伝をしますと、なかなか消費者には浸透していきません。お肉がだめなの

か、卵がだめなのか、という方につながってしまいますので、マスコミの対応につい

て農水省の方からきちんとしていただかないといけないということが一つあります。

 日本の食糧が、あれだけたくさん穴の中に埋められてしまうということ自体大変悲

しいことですが、本当にああしなくてはならないほどのものだったのか、そういうと

ころも消費者はあまりわかっていなくて、白装束のところだけを見てしまいます。も

う少し情報をきちんと流していただいたらいいと思います。 

 ワクチンの話をお聞きして、ワクチンを打てば即鳥にうつらないんだったら、打つ

ほうがいいという気がしました。しかしよく考えてみたら、肉の中にワクチンの成分

が残るのではないかとか、卵に影響がないかなどを考えると、大急ぎで使ってもらっ

ては困るなと思いました。そう思っているとき、そちらは安全であると、安全委員会

から発表されましたけれど、安全であるということはわかっても、安心でないという

ところがまだ消費者に残ってしまいますので、そこをわかりやすく情報公開していた

だきたいと思います。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 見上先生、お願いします。

○見上（学識経験者） これ非常に難しい問題で、だれが悪いかれが悪いというふう

なことでですね、この風評被害を防止するというのはもう不可能な段階です。今回の



インフルエンザだけでなくて、もう日本人の体質ですから。それで非常に難しいと思

います。 

 ただ、我々食品安全委員会としてこういうのはやはり食べ物として不安だ、心配だ

というときにですね、こういう理由で安全なんですよというのを一つ一つ、何遍も何

十遍も言っていかないと、多分無理だと思います。 

 だから、非常に我われ委員会で苦労しているのはそこで、確かにいろんな情報発信

のときにですね、情報というのは長い文章を書くと読んでいただけないし、短い文章

で書くと誤解されるしという、そういう側面も持っていながらやらなきゃいけないと

いう、非常に難しいところがあります。 

 ですから、結論めいたことは言えませんけれども、こと今回に関してはですね、

我々がやっている手段は、インフルエンザウイルスというのはこういう性質のウイル

スですよと。温度にも弱い、酸にも弱いというようなことで、まず料理して温度をか

けたら感染性がなくなるし、また、食べたら胃酸でやられるから、仮に入っても大丈

夫ですよというような言い方を、もう繰り返し言っていく以外にないんですよね。鳥

のインフルエンザからもう離れてしまうんです。その風評被害のときは。ですけれど

も、ひたすらもう言い続けるというのが、とりあえず私がサイエンスから足を洗って

この委員会に入って９か月目ですけれども、非常に苦しいんです。自分がまだサイエ

ンティストのつもりでいると、確率論で入っちゃって、１億分の１を許すか、10分の

１を許すか許さないか、そういう話になっちゃうんですよね。ですけれども、１億分

の１でも分子に１がある以上、１億引く１の、その１の１にみんな入っちゃうという

錯覚をするというか。ですから、「僕は10分の１だったら安全の９に賭けますよ」と

言うんだけれど、そういうセンスというのはやはり通じないんですね。ですから、し

ゃにむに事実を淡々と述べるっていうのが、私たちがやっている風評被害に対する防

止策です。

○姫田（農林水産省） ありがとうございます。 

 少し話を横にそらせてしまいましたが、山口先生、密集地とか大型経営についてと

いう話がございましたが。

○山口（学識経験者） 最初にまずこの発生についてですが、今回日本で発生したの

は、アジア地域でこれだけ発生が拡大してしまった余波が日本にも及んだということ

で、遂に日本でも発生してしまった。感染経路についてはいろいろ調査されているん

ですが、まだわからないわけで、ある意味、発生農場では天災的というか、防ぎよう

がなくてウィルスが侵入してしまったと思うんです。 

 しかし感染がわかった以降は、今度は、いかにそれから流行させないかが重要で、

拡散防止は人的なところでかなりのことができると思います。それが防疫措置だと思

うんです。日本の今の状況で、防疫措置で清浄化といわれる、ウイルスがない、きれ

いな国にすることは可能だと思うんです。それを可能にするには、早期発見、早期摘

発の早期処置が一番大切なことで、万が一それができなくなった場合には、ワクチン

を使うということも一つの手段としてあります。ただ、ワクチンを使うにあたって

も、それは清浄化を目指すためのワクチンの使用であって、最終的にはワクチンを使

わずに清浄な鶏を生産し、消費者の方も安心して食べられるような状況をつくってい

かなきゃいけないと思うんです。 

 そのために、先ほど言いましたように本病が天災的に侵入してしまうという部分は

かなりあるため、日本への侵入防止にはアジア地域での病気をなくすことが非常に重

要な点だと思います。大きな農場に入ってしまったときには、非常に大変なことにな

ります。それでもやはりこの病気は、農場から農場へ伝播するのは、人為的なものが

非常に大きいと思いますので、防ぐ方法はあります。野鳥が運ぶ可能性もあるにはあ



るのですが、人が感染した鶏、または汚染した糞便がついたかごとか車とかでウィル

スを持ち込み、感染が広がる可能性が大きいので、かなり進入阻止できると思いま

す。やはり大型農場であっても、まず感染を早期に発見して、それなりの措置をすれ

ば、同じ企業内でもほかの農場にうつることは防げるだろうと思いますし、企業の方

はそういう努力をすることが重要で、ひいてはそのことが、消費者への信頼につなが

ると思います。まずこの病気がない状況にすることが重要です。ワクチンを使うとど

うしてもこの病気と長くつき合うという形になりますので、ワクチンを使わないで、

病気がないきれいな状況にすることが重要だと考えます。大型農場においては、発生

した場合は非常に大変ですが、オランダではワクチンを使わずに3,000万も殺処分し

て清浄化した状況があります。殺処分数がそこまでにはならないようにしたいと思い

ますので、やはり早期発見、早期淘汰で。大型農場の場合でもやっていくべきだと思

います。

○谷口（学識経験者） 補足というか、提案に近いんですが、少なくとももし起こっ

たらどうなるかというのが現状ではわからないので、不安があるわけです。こういう

場合、可能な限りの知見を集積する必要があります。 

 我々の分野で、例えば今、天然痘のバイオテロが起こる。そうしたときに、リン

グ・ワクチネーションするのが一番効果的か、集団接種をするのが一番効果的か、隔

離でいくのが一番効果的かというような議論があるわけです。これはもう、起こって

みなければわからないところもありますが、これまでのところは数理モデルを使用し

て、どのぐらいの被害者が出るか、どのぐらいの期間感染伝播が続くか、あるいは経

済損失はどれぐらいか、そういったものを全部含めてモデル化をして、ある程度シミ

ュレーションをして、それで考える。どれが一番効果的かというのを考えるわけで

す。現在のこの鶏の話も、鶏の経済損失ということも入ってきますので、そういった

モデル化をしてみて、どういったストーリーになるかというのを考えてみるのは一つ

の方法だと思います。 

 最近『ネイチャー』にfoot-and-mouth disease、これは口蹄疫ですね、foot-and-

mouth diseaseにおいての対策で、アウトブレイクが起こったときにリング・ワクチ

ネーションと集団接種をやるのと、あとは、それ以前に予防的に全部にワクチンをや

っておく、この３つを数理モデルで比べた論文があります。口蹄疫と鳥インフルエン

ザは違うと思いますが、似たような手法で多分モデル化できるのではないかと思いま

すが、この結果では、一番効果がいいのは発生した後に接種をして、マス・スロータ

リングですね、殺処分、これが一番効果がいいという結果が出ております。

○見上（学識経験者） モデル化の件、非常に参考になるのですけれども、一つ参

考、ファクターを入れ込めないのはですね、心理なんです。要するに今さっき座長さ

んから話をそらしたと言われたんですけれども、非常に難しいのは人の心理なんです

よ。鳥インフルエンザと口蹄疫の大きな違いは、口蹄疫はまさに経済だけで追究でき

るんですけれども、鳥インフルエンザは例外的に、特にタイ、ベトナム、香港の例で

亡くなった方がいるという、そこが頭に入ってくるから風評被害というような形が起

きるんですね。ですからそれも含めたモデル化というのが何とかできればですね、非

常に食品安全委員会としてもやりやすい。今１つの問題として起きているのが、やる

やらないはともかくとして、例のＢＳＥ vs バリアントフォーム、クロイツフェルト

ヤコブ病、あれも難しいんです。人が感染する可能性があるというと非常に難しいの

ですが、そんなに難しい難しいと言っていられないので、すべて含めてそういうのは

やらなきゃいけないなと、そういうふうに思っています。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 



 この件に関してほかにございませんか。

○寺門（学識経験者） 今回、ワクチンの問題で生産団体の皆さん大変危機感を持っ

て、安全ならば使いたいと、これはもっともなご意見なんです。 

 ただ、気をつけなきゃいけないのは、今回の場合、見上委員もおっしゃったよう

に、問題となるのが家禽だけの病気ではない。そして、このウイルスが大変変わりや

すいといわれていることです。人のインフルエンザというのはもともと鳥類から来て

いるのではないかというような話も背景にはございますし、そこのところが普通の、

いわゆる家畜に特異的な病気、家禽専門の病気と違うということをこの病気を考える

うえで注意する必要があると思います。 

 次に、ワクチンを考えたときに、不完全なワクチンを使うことによって、鶏体内で

感染ウィルスがじわじわとふえてしまい、そういう中で今度は変異が起こって、それ

が人の方との関係が出てくる、というようなことがあっては、これは大変なことにな

ります。したがって、ここのところはやはり、大変生産者の皆さんが危機感を持って

いるのはわかるんですが、ワクチン使用に関しては慎重に対応していかなければなら

ないのではないか、このように私は考えます。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございます。 

 今のワクチンの使用とその変異とかについてのあたりございますか。

○栗木（生産者） 今の寺門先生のおっしゃったことでございますけれど、私たちも

そういうお話を聞いておりましてですね、我々なりに勉強してみますと、2003年の５

月にＯＩＥでの71回の定例会での質疑の中で、この応答があって、それを見ますと、

イタリアの方、博士がおっしゃってるには、「ワクチンを接種した動物はウイルスの

排せつはより少なく、ウイルス増殖の程度も非常に低いと再度指摘した。ウイルスの

遺伝子組み換えは増殖の過程のみで起こるために、ワクチンを接種した鳥で遺伝子の

組み換えの可能性は、おそらくより低いものであると思う」というふうにお答えされ

ているそうでございますが、我々そういう専門的なところについては勉強不十分でご

ざいますし、わからないところがありますが、そういう報告は私たちも見ておりま

す。 

 そういう面でですね、いろいろご検討いただいて、そういう問題点もどうなのかと

いうことをご議論しながら、何とか接種できる方向にと思ってございます。

○見上（学識経験者） 今ですね、ちょっと栗木さんがおっしゃったことで、鶏の中

でどんどん変異を起こして強くなるのは、鶏のウイルスなんです。栗木さん、そこを

間違えないでください。変異を起こしやすいというのはＲＮＡウイルスの特徴なんで

す。それから、ＡＢＩ、鳥インフルエンザウイルスというのは、ワクチンやろうとや

るまいと、変異を起こすんです。 

 問題は、今回のベトナム、タイの例も多分そうだと思いますが、あれはまだ人型に

行っていないんですよ。だから、あるときウイルスの量が非常にふえたような状態に

なったとき、高汚染されると、人の呼吸器を介してだと思うのですけれども、取り込

むことがあるんです。それは全然、普通のインフルエンザウイルスが鳥に入る、豚に

入る、人に入るという話とはちょっと違う。 

 いずれにしても、言いたいことはこういうことなんです。ワクチンやろうとやるま

いと、不完全である以上、鳥の体の中にいるウイルスがふえるという事実は、これは

謙虚に科学として受けなきゃいけない。ただ、そのふえたウイルスがワクチンやって

いない鳥のところにさらに行くこと。そうしたらまだワクチンをやっていませんか



ら、強力なウイルスを、多量に出す、それが流行の原因になるんであって、ですから

本当にいいワクチンというか感染防御をするワクチンだったら、ニューカッスルみた

いにやった方がいいのですけれども、現段階で、いいワクチンができるのを待つと同

時に、どういうふうにやってその鳥を守るかという長い目で見たところを、業界と管

理側がよく話し合ってもらいたい。今日あすの話じゃないんです。これは。ですけれ

ども、経済性、産業性という観点から、僕は僕なりの考えを持ってますけれども、そ

れは食の安全と関係ないので、このこういう公の席で言うつもりないですけれども、

そういうことも含めてよくお話し合いなさった方がいいんじゃないかと思います。 

 ですから、やみくもに鳥に感染、インフルエンザにかかったから即人にいくという

話では絶対ないですし、タイ、ベトナムのウイルスと、韓国、日本のウイルスは遺伝

的にそれぞれほぼ同じだということと、もう１つは、韓国で18カ所に、日本は京都の

例を入れても４カ所発生しました。韓国の例では、流行に関与していた、飼育人だと

か、多分獣医さんもそうだと思うんですけれども、大体1,600人ぐらい関与した人、

要するにハイリスク群というんですけれども、関与した人は１人たりとも感染してい

ません。ですから、あまりにもベトナム、タイのウィルスと今回の日本、韓国のウイ

ルスの遺伝子がそれぞれ違うということなので、あまり心配なさらない方がいいと思

います。人に関しては。両方とも行政も産業界も、ぜひよくディスカッションして、

鳥の問題と次に人の問題を今度は厚生省とよくディスカッションなさりながらお決め

になったらいかがですかというのが私どもの立場です。

○明石（学識経験者） 今のことに関連してですが、食品安全委員会審議に参加させ

ていただいた中で、このワクチンを接種すること自体は安全だという結果は、答申に

書かれてあるとおりです。 

 ですが、もう１つ危険性があると考えられたのは、栗本課長がご説明になったよう

に、このワクチンを打つことによって人にうつるウイルスを選別したり、強毒がその

まま逃れて周りに広がる、そういう危険性があるということがあり、その危険性につ

いては食品安全委員会の場では議論できなかったので、最後のコメントに書かれてい

ます。 

 今話を聞いていますと、皆さんの心配というのは結局ワクチンを打つのか打たない

のかというところにあると思いますが、ワクチンを打つためのプログラム、つまり使

い方のルールを決めるというふうに栗本課長がおっしゃいましたけれども、それをど

こでどうやって決めるのか、はっきりさせていただきたい。それからなるべく早く決

めて、こういう状態になったときにワクチンを打つんだ、それまでは今までのように

摘発淘汰で対応するんだと、それを示していただければ皆さんかなり安心できるので

はないかというような気がします。

○大槻（学識経験者） この疾病に関する小委員会で今ご質問のあったようなところ

も、これまでの検討課題に入っておりまして、使う場合にはどのようにして使うのか

という使い方の問題、それからどのような時点になったら使うのかという、そういう

使う場合には一番有効的な使い方をしないといけないわけですので、そのところにつ

きましては、今私どもの小委員会でこれから検討していこうと、具体性を持ってやっ

ていこうというところです。

○栗本（農林水産省） ご指摘のとおりでございまして、今国内には有効性、安全

性、これは鳥に対する有効性、安全性ですが、きちっとした形で評価したワクチンが

ないということがございます。そのことにつきましても、幾つか海外で使われている

ワクチンもあるわけですから、どれがどういう性能を持っているのかということを早

急にきちっとした形で比較をして、どれがいいかということをまず決めたり、どれな



らば国内で使っても大丈夫だというそういう評価をきちっとしていただく必要があり

ます。これは薬事法に基づくルールにのっとって承認申請をしていただいて、承認を

するというそういう手続きで進められることになります。 

 もう１つ、それを使うこと、これにつきましても、その承認の審査の中でもちろん

用法、用量というものを決めていただく、あるいは使用上の注意なんかも見ていただ

くことになりますので、その中で、ある程度のところは決まってまいりますけれど

も、実際に国家防疫としてこの病気をどういうふうに撲滅していくかということにつ

きましては、きちっとしたルールのもとで使っていただかなければいけないというこ

とがあるので、それはこのワクチンの承認に合わせるように、それに間に合うように

きちっとしたルールをつくっていかなければいけないということは私どもも認識をし

ております。 

 先ほど大槻委員からご紹介ありましたけれど、家きん疾病小委員会という専門家の

会議、私どもいろいろとご助言いただいている委員会がございますが、そちらの方で

使い方に関してはできるだけ早い機会にご意見をいただいておきたいということを考

えております。 

 もう１つはどういうワクチンがいいのか、一体どういう性能のワクチンが世界じゅ

うにあって、どうなっているのかというようなことについても、ワクチンの輸入業者

さん、あるいは製造、開発をしていらっしゃる国内の業者の方々とも協力をしなが

ら、あるいは動物衛生研究所、研究機関、大学などのご協力も得ながら早く評価を進

めるということについても、私ども国としてもできるだけのことをしていくというこ

とで、できるだけ早い機会に万が一のときに備えて、いつでも使えるワクチンについ

ての評価、それから使い方についてのルールづくり、それはやっていかなければいけ

ないと考えています。

○姫田（農林水産省） 大分議論が、集約してきたかと思います。 

 まず、いわゆる使い方についてルールをつくっていかなければいけないというよう

な報告がありました。それから、当初から、生産者の方々からお話のあった経営をど

うしてくれるんだというようなお話があったと思いますが、もう少しその辺を私の方

から止めていたという部分がありますので、お話しいただければと思います。

○柴田（生産者） 話が少し戻ってしまいますが、一言言わせていただきます。 

 まず、ワクチンを使う場合は山口先生言われるように、清浄化を目指して使うとい

うのは基本だと思います。ただ、梅原会長が言うように、やっぱり一番生産者さんの

立場として心配しているのは密集地ですね。産地で発生したときに、現在はリング・

ワクチネーション等の対策という話なんですが、果たしてその手段がとれるかどうか

です。もうちょっと順序立てて言いますと、そのワクチンを接種する基準、今まで議

論出ていますように、基準をもう少し明確にしてもらいたい。また、実際、産地で発

生した場合、リング・ワクチネーションの作業ができるのかどうか、数十万羽から数

百万羽をどのように接種していくのかという問題があります。 

 それから、その接種した鶏については先ほど出てきましたけれども、卵は出荷でき

るけど鶏等は移動制限になって廃棄処理になると思いますが、その卵を出荷できると

いっても、リング・ワクチネーションを行なっているところの卵を果たして通常どお

り販売できるかどうか。私は、今までも風評被害が出ていますように、現実的にはほ

とんど引き取り手がない状況になるのではないかと心配しています。そういうところ

も、単純に出荷できるということで済ますのではなく、仮にそれができない場合の補

てん等も十分考えてもらいたい。そうでないとリング・ワクチネーションをやったの

はいいのだけれど、生産者の方は損害だけが残ったというようなことも起こると思い

ます。 



 それと、今、栗本課長も言いましたように、これからワクチンの効果については検

討していくということなんですが、現在日本で備蓄されているワクチンが分離ウイル

スに対して、実際どの程度効くのかという科学的検証を、早急にやってもらいたいと

思います。その結果をもとに、このワクチンをどういうふうに使ったらいいのかとい

うのも見えてくると思います。 

 それと、最後に備蓄量の問題ですけど、産地で発生した場合、リング・ワクチネー

ションにしても、320万ドーズがどれだけの意味があるかというと、やはりその数倍

を準備する必要があるのではないでしょうか。ですから貯蓄のワクチンの量も、でき

ればもう少し充実する方向でやっていただければと思います。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 リング・ワクチネーションしたときも予算の対策が必要というようなお話もありま

したが、経営対策とかの問題についてはいかがでしょうか。

○梅原（生産者） 発生から今日まで、確かに国の方針も出て、いわゆる移動制限区

域も含めて一定の補償をしていただけるという方針が出ているのは、我々も承知して

います。 

 しかし、その基準なり内容はまだ不明確で、我々の推測するところ、かなり実態と

かけ離れたものではないかなというふうに思っております。 

 まず、現在の養鶏産業がどのような実態かということについてご理解いただきたい

のですが、例えば、牛乳だとか肉牛だとか豚肉だとかいうのは、これは、卸売市場に

出して、あるいは牛乳の場合は指定団体に出して、そこからいろんな牛乳メーカーに

搬入されるという形になるわけですけれども、この卵の場合は、もうほとんどが量販

店、あるいは、生協さんも含めて販売先と直結しているわけです。そこで、長年にわ

たっての商権というのが確立されているわけです。今回ですね、浅田農産の場合を見

てもわかるように、京都の農場に出たということによって、兵庫県、岡山県の５つの

農場も全部取引が停止された、即倒産だというような実態になってます。 

 私どもの計算では、どの程度の損害なのか、どうしたらいざ取引が停止された場合

に、どの程度の補償をすれば、再起できるかということになりますと、鶏は１羽千円

足らずで買えるのですが、その商権は、１羽あたり1,500とも場合によっては2,000円

ともいいます。そうなってきますと、最低でもやっぱり2,000円以上3,000円ぐらい

の、補償が必要ではないか。現在の国の考えた補償というのはそういうことではない

だろうと思います。いわゆる家伝法に基づく淘汰は３分の２または５分の４というこ

とですから、おそらく浅田農産の場合もですね、25万羽淘汰して8,000万程度のこと

を言っていますから、１羽当たり300円程度であると思われます。これではですね、

もうどうにも再起できないというのが実態なんです。昨日の大会で京都の方も来てで

すね、悲痛な叫びをして帰られましたけれども、本当にその現実の損害額というの

は、我々もこれから、現地に入って実態調査をしたいと思いますけれども、１羽あた

り最低二、三千円にはなっていくんだということを、まずご認識をいただきたい。 

 今一番問題になっているのは、浅田農産の兵庫の農場150万羽を、どう閉鎖するか

というのが大問題なんです。ですから、くどいようですけれども、先ほど来言ってい

るように、これから、発生が密集地帯で出てしてしまったらですね、これはどうにも

ならない。 

 ですから、私たちはいわゆるワクチンを使わないで済むような、いわゆる陰性国に

したいということについては、国の考え方とも一緒ですし、先生方との考え方とも一

致しているんです。やみくもに何でもやらせろということを言っているんじゃないん

です。ですけど、そういう経済的補償まで考えた、先ほど栗本課長が国家防疫という

言葉をお使いになりましたけれども、そういうことで、どういう事態もきちんと、殺



処分していくんだということであるならば、それは１羽あたり2,000円とか3,000円と

かという補償を、きちんとしていただけるということであれば、ある程度生産者は納

得すると思います。しかし、今のような貧弱な中で、対応では再起できない、事実上

倒産せざるを得ないということであれば、生産者は絶対納得できません。 

 したがって、安全委員会もワクチンは安全だという方向は示しているなら、生産者

としてはぜひ使わせていただきたい。そのワクチンに対する問題点はここの４ページ

ですか、ここにもいろいろ出ていますよね。感染の発見が遅れるとか、感染が確認さ

れればワクチン接種鶏も淘汰するんだとか、あるいはワクチン接種は継続的なモニタ

リングに多大な労力と経費がかかるんだとか、あるいは清浄化までに長期間を要する

だとか。全くそのとおりだと我われも思います。 

 しかし、この１番のことは、いわゆる感染の発見が遅れるというのは、モニター鶏

をきちんとつくって、それをちゃんとモニタリングすればですね、これは発見が遅れ

るということはあり得ないというふうに私たちは思っております。 

 それから、ワクチン接種鶏でも、もし発見されれば淘汰するというのは当然だし、

我々もそうします。 

 それから、モニタリングに多大な労力がかかるんだというお話ですけれども、これ

も何か我々納得できないんですよ。牛、いわゆるＢＳＥについてはですね、日本は全

頭検査をやっているじゃないですか。いわゆる食の安全・安心という立場から牛肉に

ついてはそれをやっているじゃないですか。だとしたら、鳥インフルエンザ問題だっ

て、各県の家畜保健衛生所があるわけですから、その機関を使いながら、きちんとモ

ニタリングをやるというのが、私はこれは国の責任だろうと思います。そして、現状

ではやっぱりワクチンをやりながらモニタリングをやって、再発を防いでいくと、そ

れで確かにワクチンをやれば一時は汚染国になるかもしれませんが、しかし、現状で

はもう既に汚染国なんですから。ですから、これは清浄化するためには、ある一定期

間はかかると思います。しかし、やはり時間をかけてでもですね、清浄化の方向に持

っていくということについては、国の管理のもとにやればですね、可能だし、私ども

生産者団体もきちんとそれについてはやっていきたいと思っております。 

 万が一これから、発生をするという事態に備えてですね、今私ども生産者団体では

インフルエンザ生産者互助基金というのを立ち上げているんです。いわゆるモニタリ

ングをやって弱毒株であってもですね、農場に感染をした場合には淘汰しようと。淘

汰する場合でも生産者は、補償がなかったらこれはもう連絡しませんから、やはり補

償をきちんとしながら淘汰しようと。そして今後の対策をとっていこうじゃないかと

いうことで、我々は現在進めているわけです。ですから、私どもはいろいろな問題は

あるかもしれませんが、現状の日本の実情を考えるならば、国がですね、2,000円、

3,000円、補償してくれればいいですよ。そうすれば我々ある程度納得できます。だ

が、それはまず不可能だと思っていますから、だから安全委員会で安心だというワク

チンであるならば、ぜひ使わせていただきたい、そしてきちんと、国の管理のもとに

予防していくということをやっていただきたいというのが私どもの要求でございまし

て、ひとつその辺は何でもかんでも使わせろということではございませんので、ひと

つご理解いただきたいというように思います。

○栗木（生産者） 梅原さんがおっしゃったこととほとんど変わりないんで、それ以

外のことをちょっと申し上げさせていただきますが、梅原さん今2,000円、3,000円と

いう補償ができないだろうからワクチンを使っていただきたいとこういうお話しして

いるんですけれど、私ども生産者の思いとしてはですね、先ほど山口先生おっしゃっ

たように、天災的に、起こる、この鳥インフルエンザというものについて、我々大変

怯えているわけでございます。そういう天災的にというふうに表現されて、まさに私

そのように思うわけです。口蹄疫や、豚コレラとの違いというのはその辺にあるんだ



ろうと思うんです。 

 口蹄疫とか豚コレラとかは水際で、確実な防疫を行えば、かなり抑えられるという

ように思いますが、鳥インフルエンザについては、なかなかそれが難しいという状況

の中でこうして日本も汚染国になってしまった、そして79年ぶりに、国は違うけれど

国境がないというような状況の中で、感染を許してしまった、発症を許してしまった

という、そういう状況下の中で、我々の経営という部分を考えていただきたいなと。

これは、先ほどからいろいろお話しさせていただいている中で、学者の先生方、それ

から農水省の方との状況認識の違いがあるというんですか、経営に対する部分では大

きく違うんだろうというふうに私思うのですが、この辺のところについてはなかなか

理解がいただけないのが我々として非常に残念に思っております。 

 例えば、鳥インフルエンザにつきましても、ワクチンを備蓄してください、ワクチ

ンを早く検討してくださいと言ってですね、もう２年半前、３年前からですね、我々

農水省に何度となくお願いをしてきた経過もございます。 

 それから、互助基金につきましても、今梅原さんがおっしゃいましたように、もう

３年前から、検討に入って、ちょうど12日に発生をするころには、会員に募集をして

た最中でございました。それに対して国の方のご援助もいただきたいというお願いも

していたところです。そういうことについて、状況の認識に若干のずれがあったのは

今まで事実だろうと思うんです。そういう面で、今お話にあった中でも、浅田農産の

後の150万羽の兵庫県、岡山県の鶏の淘汰というのは、多分皆さんあまり聞かれてい

ないと思うんですけど、これはなぜ淘汰するんだという思いがあるだろうと思うんで

すけど、もう多分、あそこの卵は売れない。それから経営も今後存続できないとい

う、そういう状況の中で、それから周りの生産者に多大な迷惑をかけ、今も生産者た

ちが非常に戦々恐々としている、そういう中で淘汰をせざるをえない、そういう状況

に陥ってですね、浅田農産側もそれから地域の生産者も行政もですね、一緒になっ

て、淘汰しようじゃないかということでまとまったように聞いております。でも多大

なお金がかかる。そういう中でどう淘汰をしていったらいいのか。そしてどこでそう

いう処分ができるのかというところで今行き詰っているというふうに聞いておりまし

て、我々業界としても非常に当面押し迫った課題でございます。 

 そういう部分も含めたことを考えますと、大きな被害、経済的な被害が我々にのし

かかっているわけです。そういうところについて、十分なご援助がいただけたら、

我々としては天災的に降ってわいてくるような、この病気に対しても安心して経営が

続けられるというんですかね、寝ても覚めても不安でしようがないという、そういう

状況からはある程度解放されるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひその

あたりのところをご配慮いただいて、いい政策をお願いしたいというふうに思ってお

ります。

○姫田（農林水産省） はい、どうもありがとうございます。 

 どうも梅原さんと栗木さんなりには任せておけないという方がいらっしゃいました

ら、会場の方で大分聞いておられて大変だろうと思われる、言いたくてしようがない

というような方がいらっしゃいましたら、ちょっと時間も押しておりますので、２分

程度でお願いしたいと思います。

○傍聴者 インフルエンザ互助基金についてお願いいたします。ワクチンを使うしか

今ベターな方法はないんだろうというのは私も全く同じでございまして、インフルエ

ンザ互助基金に対する支援を、ぜひ早急にお願いしたい。 

 それはなぜかといいますと、今我々の業界は、先ほど梅原さんも申し上げましたよ

うに、インフルエンザに感染したらこの農場は、もう倒産だというふうに金融機関か

ら言われております。 



 今までは我々の産業は産業として成り立つような衛生マニュアル及びマニュアルを

つくってそれをきちんとやっておれば鶏卵産業として成り立つということで、今日ま

で金利をつけてきてもらいました。今日、日本での自給率は95％、国民に対しては昭

和28年を100としまして、今67％の価格で供給しております。したがって我々は、こ

の業界は、我々でなくて国民に対して非常に安い単価で供給している産業だと思って

おります。しかも、行政から我われに対して補助金はほとんどございません。我われ

の歳入は一番低うございます。まあブロイラーさんは７億７千万ですから、我々は13

億から14億と。しかも4,000億の産業でありまして、さっき申し上げましたように自

給率95％。安い、52年前の67％の価格で卵を供給している産業であります。したがっ

て、それはいわゆる金融機関からお金をつけていただいて産業化して合理化して効率

化したからできているんであって、今インフルエンザが出たことによって産業として

成り立たない企業に対して、ばくちみたいな企業に対して金融機関からお金をつけら

れないと、こういう問題で非常に切迫しております。 

 したがって、互助基金に対して政府が利子負担みたいに半分も補助していただきま

すと、利子の互助基金は700円になります。したがって700円と700円を足しますと

1,400円、そうしますと、民間のいわゆる保険会社が約３分の１出すということが可

能になってきますから、約１羽2,000円になると。これが非常に金融機関及び支援者

に対して、保険というか安心感を与えますので、これは長期戦じゃなくて、至急お願

い申し上げたいと思います。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございます。 

 ほかに消費者の方でいらっしゃいますでしょうか。

○傍聴者 消費者ですが、これだけ風評被害とかいろいろ言葉としては出てきている

んですが、消費者がどうしてこんな風評被害を信じるかというところをですね、もう

一度考えていただきたいなと思って伺っておりました。 

 やはり食品に対して、消費者は非常に不安を持っているわけです。もちろん経営が

成り立たなければ私たちも生きていくための食べ物がなくなってしまうんですから、

これは大変なことなんですが、食の安全という本当の基本のところはどうなのかとい

うことを私は今日ずっと聞いていて、皆さんの中でどうそこを守ろうとしていらっし

ゃるのかが見えてきませんでした。 

 農水省の方には、ぜひ頑張っていただきたいと思います。消費者は本当に不安なん

です。病気に対して、今は人にはうつらないということを盛んにおっしゃるけれど、

でもどこでどうこのウイルスが、変化してうつるようになるか、それすらわからない

中で、どうこの食の安全を守るのか、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。 

 お約束の時間はもう来ておりますが、経営のことについては最後に栗本の方からお

話ししたいと思いますが、ちょっと話が元に戻ってしまうんですけれども、おとり鶏

が有効だというようなお話もありましたが、寺門先生か大槻先生、おとり鶏について

少しありますか。おとり鶏が早期発見とか早期淘汰のためにというようなお話があり

ましたが。

○大槻（学識経験者） おとり鶏というのは、例えば1,000羽の群がありましたら、

そこに950羽ワクチンを打ちまして、後の50羽は打たないと、そういう鶏のことで

す。ですからその50羽は目印をつけておきまして、その目印をつけたおとり鶏を調べ

ることによってその群に、例えば今回の場合ですと鳥インフルエンザウイルスの侵入



があったかどうか、ワクチンを打った鶏が症状をたとえあらわさなくても、おとり鶏

に症状が出たり、あるいは抗体が上がったりしますので、そういうモニタリングする

という、そういう鶏のことです。 

 実際には、これはイタリアで使われておりまして、そのモニタリングについては多

分行政の方で調べられたと思います。ですのでこのおとり鶏の設置というのは非常に

重要なんですが、ただ、このおとり鶏のモニタリングを厳格に行わないとほとんど意

味がなくなってしまう、そういう種類のものだと思います。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 では、経営について話が出ておりましたから、少し栗本の方からお話しさせていた

だいて、それでもう時間も来ておりますので、最後寺門先生に全体の話を、今日は意

見交換会でございますので、集約ということにはならないかと思っておりますが、寺

門先生から全体的な取りまとめをいただければと思っております。

○栗本（農林水産省） 経営に対する不安ということでご意見を大分いただいており

ます。あまりゆっくりご説明している時間はないんですが、養鶏産業の方に対する、

経営に対する対応、それから損失に対する補てんについては、対応させていただいて

いるというところでございます。詳しいことは時間の関係があるので省略させていた

だきますが。それからこの病気の発生予防措置、これはワクチンだけではなくて、い

ろいろな対策が打てるということもございます。これも今、養鶏産業の方にはご協力

をいただいているところでございます。 消費者の方には重ねてご説明したいのは、

鶏肉、卵を介してこの病気がうつるということではなくて、ウイルスが残ってしまう

ことによって、直接鳥に接することによる人への懸念、人の感染への懸念ということ

があるということでございます。ですから、鳥のことだけを考えていればいいのでは

なくて、人に対する影響、これを考えますと、できるだけウイルスを早く根絶した

い、そういう考え方で現在防疫対策をとっているということをご理解いただきたいと

思います。 

 できるだけ早くウイルスをなくすためには摘発淘汰、早期発見、早期対応というの

が今の状況では一番いい方法と考えているところでございます。

○寺門（学識経験者） それではご指名なので、私の方から本日のリスクコミュニケ

ーションの取りまとめをさせていただきたいと思います。 

 取りまとめといいましても、かなり抜けているところもあろうかと思いますが、今

日の主な話題としては、１つはワクチンを接種した鳥類に由来する食品の安全性につ

いてであり、もう１つの話題がそのワクチンの使用方針ではなかったかと思います。

 まず最初の方のワクチンを接種した鳥類に由来する食品の安全性については、食品

安全委員会の動物用医薬品専門調査会の方で、これは10日に開催されていますが、適

切に使用される限りにおいては食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は実質的

に無視できるとの審議結果が出されたわけですが、これについては特に異論はなかっ

たと思います。ただ一応アジュバンドの残留の問題がございますから、接種後36週間

の休薬期間が調査会から出されましたが、これについても特に問題はないと理解して

おります。 

 次にワクチン使用の方針に関しましては、これについてはワクチンの効果と、一方

ではその問題点というものについて、多くの意見が出されたわけでございます。まず

使用効果につきましては、本病に対する抵抗力がワクチン使用によって高まること、

結果としてウィルスの排せつ量も減るとの報告があるわけです。したがって、防火壁

的なワクチン使用は高病原性のインフルエンザの拡大を遅くすることには有効であろ

うと。こういうことから特に卵生産に関連した皆様からは、ワクチンを使用したいと



いった要望、強い意見があったわけでございます。特に養鶏密集地での使用が望まれ

ております。 

 ただ、一方で、このワクチンの大きな問題点としては、発病は抑えられるが、感染

は抑えられないといった問題がございます。したがって、ワクチン使用の結果、新た

な感染の発見を遅らせてしまうのではないかというような問題があります。それか

ら、おとりを置くにしろ、新たな感染が起こればワクチン接種鶏も淘汰しなければい

けないというようなことも、現実には起こるわけでございます。また、このワクチン

接種は２回打たなければいけないわけで、これはきわめて労力的にも問題が大きい。

さらに、ワクチン使用は清浄化までの時間を遅らせるといった問題が指摘されていま

す。それから、いま１つは、やはりこの鶏インフルエンザの場合には、人の公衆衛生

上の問題が無視できないわけです。ＷＨＯの方からも公衆衛生上の関心からみて、鶏

へのワクチン使用に対する慎重性と、実際に使用する場合にはきわめてきめの細かい

対応を考えて使用しなければいけないのではないかとの意見が提起されているわけで

ございます。 

 一方、もしワクチンを使うのならば、実際にいつ、どういうときに使うのかという

ことをもっとしっかりと、やはりこれは管理する方ですが、行政当局に対して、どの

ような状況下で使うのか、どういう形で使うのかということを示していただきたい

と、こういうふうな意見が特に生産者団体の方から出されたと理解しております。こ

れに対して農水省の中に専門家委員会がございますから、そこの中で検討をしていく

必要があると考えます。それから消費者の皆さんからは、生産者と専門家でもっと意

見交換をすべきだというようなご意見も出されました。 

 いずれにせよ、原則は早期摘発、淘汰でいくにせよ、それができなくなった場合

の、ワクチン使用に関連して、備蓄ワクチンについてはワクチン効果が本当にあるの

かといった問題、それから備蓄ワクチンの量的な問題等について、ご意見が出されま

した。 

 その他の意見といたしましては、ワクチンの開発、これもやはりもっと産・官・学

でしっかりとやらなきゃいけないだろうと、それも早急にしなきゃいけないんじゃな

いかというようなご意見が出されております。 

 それから、生産者団体としての関心事としては、やはり今の防疫マニュアルの中で

の補償の問題や、マニュアルの中には実態に合っていないものがある等のご意見も出

されました。 

 最後に、消費者の方の意見の中に、畜産のあり方そのものについて、自給率をはじ

め、安全・安心を含めた畜産のあり方を、もう少しこの際考えるべきではないかとの

指摘がありました。これは私個人としては、今後の課題として大変重いご意見ではな

かったかなという感じがいたしております。 

 ちょっと取りとめのない、まとまりのないまとめ方になって恐縮でございますが、

私が感じたのはそのようなことでございます。

○姫田（農林水産省） どうもありがとうございました。 

 以上、もうお時間も過ぎておりますので、以上をもちまして食品に関するリスクコ

ミュニケーションを閉会いたしたいと思います。 

 あと、消費者の方々におかれましては、今日は「鳥インフルエンザそのものについ

て」というようなお話があるのではないかと思いますが、これは東京ではございませ

んが、月曜日に見上先生の講演も含めて京都で３省、食品安全委員会、厚生労働省、

農林水産省で講演会を実施するということも考えております。また今後いろいろな機

会でそういうことをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 本日はどうもお忙しい中、ありがとうございました。


