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食 品 に 関 す る リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

（かび毒に関する意見交換会）

日時：平成１７年９月１４日(水)

１４：００ ～ １６：３０

会場：農 林 水 産 省 講 堂(7F)

○中山消費者情報官補佐 それでは、定刻になりましたので、食品に関するリスクコミュ

ニケーション（かび毒に関する意見交換会）を開催いたします。

本日は、大変お忙しい中御出席いただき、どうもありがとうございます。

本日は、厚生労働省及び農林水産省の主催でございます。

初めに、２省を代表いたしまして、農林水産省大臣官房参事官の伊地知からごあいさつ

申し上げます。

○伊地知参事官 ただいま御紹介にあずかりました、消費・安全局参事官の伊地知でござ

います。よろしくお願いいたします。

本日は、食品に関するリスクコミュニケーション（かび毒に関する意見交換会）に、多

数の方に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

御承知のとおり、我が国の温暖で湿潤な気候は、かびの増殖に適しておりまして、その

年の気候や栽培・貯蔵の条件によっては、かびによる農作物への被害が多発することがあ

ります。また、農作物に付着して増殖するかびの中には「かび毒」と呼ばれる天然の毒素

を作るものもあります。この「かび毒」による健康への悪影響を未然に防ぐために、農作

物の生産段階や貯蔵・流通段階で適切なリスク管理を行う必要があります。

本日は、こうした、かびやかび毒についての情報、かび毒に関する国際的な基準値など

の検討の状況、我が国における農作物の生産段階や貯蔵・流通段階におけるかび毒の汚染

リスク低減への取組の現状などについて情報提供をさせていただくとともに、御質問や意

見交換を通じて皆様方と理解を深め、今後のかび毒のリスク管理について考えて参りたい

と考えております。

このような目的で開催いたしますので、後半の意見交換の時間には、日ごろからお持ち
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の疑問や御意見について、いろいろな立場の方々に御発言をいただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 では、ここで出席者を御紹介いたします。

まず、本日は募集により、大変多数の方に御出席いただいております。当初予定してお

りました150名より多く御応募いただきましたが、会場の座席を少し工夫させていただき

まして、全員の方に出席いただいております。そのため、いす席御利用の方がいらっしゃ

います。大変申し訳ございませんが、御協力よろしくお願いいたします。

会場の皆様の御紹介につきましては、大変多数であることから、お手元の出席者名簿に

かえさせていただきたいと思います。御了承ください。

次に、前の方に座っている行政からの出席者を御紹介いたします。

皆様から見て、一番右側からでございますけれども、食品安全委員会事務局評価課の梅

田課長補佐です。

○梅田課長補佐 梅田です。よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 厚生労働省食品安全部基準審査課の松岡課長補佐です。

○松岡課長補佐 よろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第四室の小西室長です。

○小西室長 よろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 先ほどごあいさつ申し上げました、農林水産省大臣官房参事官

の伊地知でございます。

○伊地知参事官 よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長の嘉多山でございま

す。

○嘉多山課長 嘉多山でございます。よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 同じく、農産安全管理課課長補佐の榊でございます。

○榊課長補佐 榊でございます。よろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 私は、本日の進行役を務めさせていただきます、農林水産省消

費・安全局消費者情報官補佐の中山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

では、議事に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。受付で封筒に入った資

料をお渡ししているかと思います。

議事次第、出席者名簿、座席表、それから本日の説明内容を印刷いたしました資料１と
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資料２、そして参考資料といたしまして、こういった色刷りの「食品安全のためのＧＡ

Ｐ」、こちらを入れております。また、参考配布といたしまして、「意見交換会に参加い

ただいた皆様へ」、それからかびとかび毒に関する「安全・安心モニター調査結果」、こ

ちらの方は、私どもがインターネットを使いまして、事前に調査をさせていただいたもの

の結果でございます。御参考にごらんください。それから、「食品安全エクスプレス」と

いうメールマガジンの御案内、それから小さい判で、封筒の中に隠れてしまっているかも

しれませんが、こういった形で「食生活指針」と「食事バランスガイド」。それから、農

林水産省「消費者の部屋」の特別展示スケジュール、こういったものを配布させていただ

いております。もし、お手元に届いていないものがございましたら、事務局の方までお申

しつけください。

それから、別個にアンケートをお渡ししているかと思います。今後のこういった意見交

換会の参考にさせていただきたいと思いますので、お帰りの際には、ぜひ御記入をお願い

いたします。

続きまして、本日の進行について説明いたします。

本日は、かび毒に関する意見交換会でございます。まず初めに、意見交換に先立ちまし

て、小西室長からかびとかび毒について40分程度、また、榊課長補佐からかび毒のリスク

管理の取組について30分程度御説明いたします。その後、会場にお越しの皆様方から御質

問をお受けしたり、意見交換をして参りたいと思います。４時30分の終了を予定しており

ますので、御協力をお願いいたします。

本日は、食品に関するリスクコミュニケーションということで開催しております。参考

配布いたしました「意見交換会に参加いただいた皆様へ」にもございますとおり、リスク

コミュニケーションとは、関係者が情報を共有した上で、それぞれの立場から意見を出し

合って、ともに考えてリスクに対応していく、そういった土壌を築いていくものというふ

うに考えております。

本日の意見交換会は、何か特別に施策を決めるに当たって御検討いただくというような

ものではございません。かび毒自体ですとか、かび毒に関する国際的な動き、我が国にお

ける対策の現状などにつきまして情報を共有するとともに、御質問や意見交換を通じて、

この問題について皆様と認識を深めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。

それでは、これから議事に入らせていただきます。
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初めに、かびとかび毒について、小西室長から説明していただきます。よろしくお願い

いたします。

○小西室長 皆様、こんにちは。先ほど御紹介いただきました国立医薬品食品衛生研究所

の小西と申します。これから30分余り、かびとかび毒に関して総論的なお話をさせていた

だきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

皆様、かびといいますと、まず思い浮かべられるのは、不潔なイメージが多いと思うん

ですけれども、実際かびというのは不潔な汚いものということでとどまらないで、本当は

役に立つかびもございます。

（スライド）

これは、かびと人間との関係を表したものですけれども、このように昔からかびという

のは有益な、例えばしょうゆを作ったりおみそを作ったりするときに必要なこうじも、こ

れはかびの一種でございます。ここに書いてありますアスペルギルスという種のかびが、

こうじの役割をいたします。それからパン。毎朝パンを食べられる方も多いと思いますが、

このパンを作るときも酵母、サッカロイシスと申しますかびの一種が作ります。また、病

気になったときにお世話になります抗生物質を作るのも、かびでございます。

このように、かびの中には有益なかびというのが非常に多いということを認識していた

だけたらと思いますが、それと反対に、いわゆる有害なかびも当然多く存在いたします。

それには、食品の変敗を招くもの、それからヒトや動物、農作物の病原菌となるもの、そ

して、今日お話しいたします、かび毒の産生をするもの。

このかび毒の産生をするかびというのは、人間とかびの関係にかかわっている多種のか

びから見ますと、非常に少数派だということです。大きく分けますと、アスペルギルスと

ペニシリウム属とそれからフザリウム属、この三つが主にそのかび毒を産生するものであ

ります。

そうしますと、ここで役に立つ中にアスペルギルス属、それからペニシリウム属がある

ではないか、どう違うんだと疑問に思われる方は多いと思いますが、これは、このアスペ

ルギルス属のその次の種が変わってくると、毒を産生する有毒なかびになり、また、有益

なかびになるというふうに御理解いただければと思います。

（スライド）

では、皆さんがかび毒を摂取する、かび毒をどうしたら食べてしまうのだろうという基

本的な疑問をお持ちになる方は多いと思いますが、これは大きく分けて二つあります。一
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つは、農作物の食品から摂取するという場合ですが、これはかびがまず農作物の中に、空

気中にたくさんかびというのは存在いたしておりますので、それが何らかの拍子に農作物

に付着するということは当然起こるわけです。それが、不適切な貯蔵や保存状態において

どんどん増える環境に置かれた場合、かびはどんどん増えます。それで、かびが増えると

ともに、先ほど申し上げました三つの代表的な種、アスペルギルス、それからペニシリウ

ム属、フザリウム属、ほかにもありますけれども、主にこの三つのかびが増殖した場合に

は、この農作物の中にかび毒というものを作り出します。

このかび毒は、その後貯蔵・保存が終わって、さて市場に出て加工・調理をするときに

は、当然かびが生えているものは除かれたり、それから調理や加工によって、このかび自

体は微生物ですので、死滅してしまいます。見えないものが、あったとしても死滅してし

まいます。

しかし、厄介なことに、このかび毒というのは低分子であり、非常に熱に強い、それか

ら酸性にも強いという性質を持っているものが多いために、なかなかこういう加工や調理

ではきれいにならない、なくならない、洗ってもなくならないという、そういう不利益な

ところがあります。そこで、かび毒が残っていても知らないで、食卓に上ってしまうわけ

なんです。

（スライド）

もう一つのルートといたしましては、畜産物からの摂取です。これは、非常に限られた

かび毒に見られることで、すべてのかび毒がこのようなルートを通って摂取するとは言え

ません。代表的なものがアフラトキシンというかび毒ですけれども、例えばこのアフラト

キシンを例に挙げますと、飼料中にアフラトキシンが入っていました場合に、この飼料を

牛や豚や鶏が食べます。その食べた後、当然こういう産業動物は、牛でしたら牛乳を出す、

それから鶏でしたら卵、それらほかの動物ですと肉、それから加工品などが作られるわけ

ですが、この中に飼料中に入っていたかび毒が移行してしまうすべてが移行するわけでは

なくて、データによると飼料中に入っていた量の1,000分の１以下ぐらいしか移行しませ

んけれども、それでも体内でなくなることはなくて、飼料中に入っていたかび毒というの

は、量にもよりますけれども、牛乳や卵、肉に移行して、そして人間の食卓に上がるとい

うことです。

牛乳の場合ですと、アフラトキシンはアフラトキシンＭ１という形に変えまして、ミル

クとＭが付いておりますけれども、そういう形で牛乳の中に存在しております。
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（スライド）

これは、食品に見る主要なかびを一覧表にリストアップしたものですけれども、主なも

のだけですが、先ほどからお話に上がっておりますアスペルギルス属、これはアフラトキ

シンとかオクラトキシンＡ、これからお話しいたしますが、そういうかび毒を作ります。

それからペニシリウム属、これは乾燥に強いというかびでして、かび毒としてはシトリ

ニン、パツリン、ペニシリン酸などを作るものがあります。

それからフザリウム属、これは麦、それからジャガイモの病原菌として存在しておりま

して、寄生します。そしてかび毒を産生するものもあります。

それから、アルタナリア属というかびは、これはリンゴとか、それから野菜、果実に多

く寄生する病原性の菌ですけれども、この中の一部にはかび毒を産生するものもあります。

それから、クラドスポリウムというのは、これは通称黒かびと呼ばれるものですけれど

も、ほとんど食品に生えている黒いかびは、この属だと言われております。そして、この

かびは、かび毒の報告はございません。

（スライド）

この写真は、食品に付いたかびの苦情から上がってきたものをピックアップしたものな

んですけれども、一番有名なのはこのピスタチオ。これはピスタチオですけれども、ここ

に付いていますアスペルギルス・フラバスという紫色のかびが、アフラトキシンを作りま

す。それから、ピーナッツにも時々、このアスペルギルス・フラバスが見られます。

この写真は、パン生地、ピザの生地なんですけれども、これを保存しておいたらこうい

うようなかびが出てきたと。この黒いかびは、普通の黒かびと言われる、先ほど御説明い

たしましたクラドスポリウムでありまして、これ自身はかび毒を作ることはありませんけ

れども、この紫色というか黄緑色のかびですね、これはアスペルギルス・フラバスで、ア

フラトキシンを作ります。

これは、餃子の皮をずっと保存していたら、ここにもやはりアスペルギルス・フラバス

が見えております。

このように、粉ですね。このピザの場合だったらピザの生地の外側につける粉に、こう

いう菌が混ざっていることが時々あると。それで、適切な処理をしないで貯蔵しておくと、

このようにかびが生えてしまうということがあります。

これは、米に生えたペニシリウム属で、この黄色く変色しておりますけれども、この黄

色くなるような黄変米かびというのが付きまして、黄変米毒と言われるかび毒を作ってお
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ります。

このパン生地に付いている黒いかび、これは黒こうじかびで、アスペルギルス・ニガー

と言って、アスペルギルス属のかびですけれども、これ自身はかび毒を作りません。

それから、ミカンに生えるかび、ペニシリウム属のかびですが、これもかび毒を付くら

ないかびです。

（スライド）

先ほども申し上げたように、かび毒を作るかびとかび毒を作らないかびがありますが、

主に食品に汚染しているかび毒というのは、リストアップするとこのようなものがあるだ

ろうと思います。

まず、アフラトキシンには、食品によく見られるものには４種類あります。Ｂ１、Ｂ２、

Ｇ１、Ｇ２。これを総称して、総アフラトキシンとか、トータルアフラトキシンと呼んで

います。ナッツとか穀類とか、食品一般に混入して汚染します。

オクラトキシンＡ、これは、穀類、豆類に多くあります。

こちらの右上の「かび」と書いてありますのは、これを生産するかびの種類ですが、Ａ

と書いてありますのは、アスペルギルスの略です。Ｐはペニシリウムの略です。

トリコテセン系かび毒、これは舌をかみそうな名前ですけれども、このかび毒は、主に

穀類、小麦、麦類に汚染していまして、トリコテセン系と呼ばれるかび毒を作ります。

次にパツリン、これはリンゴ加工品に多いものです。

ゼアラレノン、これは穀類を汚染しています。

そのほか、ステリグマトシスチンとかシトリニン、ルテオスカイリンなどは、これは主

に米とか穀類に汚染が多いと言われております。

（スライド）

コーデックス委員会というのがございまして、国際的に、いろいろな食品にかかわる有

害物質の毒性を基準に、基準値を推薦するところでありますが、そこで決められた基準値

というのは、それぞれの国に応じて、それを絶対守らなければいけないわけではなくて、

それぞれの国において、実態に即した値に変えて基準値を作るようにという推奨の値なん

です。それによりますと、コーデックス委員会は、今までにかび毒に関しては、パツリン、

デオキシニバレノール、これは先ほどのトリコテセン系かび毒の一種です。総アフラトキ

シン、それからアフラトキシンＭ１、牛乳に入っているアフラトキシンの代謝物ですね。

それからオクラトキシンＡ、フモニシンなどに対して、基準値を作ろうとしておりますし、
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既に作ってあるのもございます。

作ってあるのは、パツリン、それから総アフラトキシン、これは加工原料用落花生につ

いて、作ってあります。アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオに関しては、今検討中

でございます。それから、アフラトキシンＭ１は、牛乳に対してもう既に作ってございま

す。オクラトキシンＡに関しては、今検討中です。

フモニシンに関しましては、皆様にお配りいたしました資料には、ＥＣ、ヨーロッパの

基準ありというふうに印刷してございますが、これは今スイスにおいて検討中であること

をそういうふうに表現してしまったのですが、誤解を生じるといけませんので、御訂正い

ただきたいと思います。これは、ヨーロッパのコミュニティーとしては、基準は今のとこ

ろございません。アメリカだけはガイドラインを出しております。

（スライド）

では、日本で、これらのコーデックスの基準勧告を受けて、どのくらい今進んでいるか

と申しますと、アフラトキシンＢ１、パツリン、それからデオキシニバレノールに関して

基準値を設定しております。

細かく言いますと、アフラトキシンＢ１に関しましては、もう既に食品衛生法で規制し

てございます。パツリンは、リンゴジュースに対して50μg／kg以上含まれてはいけない

という、これはコーデックスの基準と同じ値に設定してございます。それから、デオキシ

ニバレノールに関しましては、小麦玄麦を対象に1.1mg／kgを暫定基準値として設定して

ございます。

では、その個々のかび毒に関して、その毒性とか健康被害はどういうものかということ

を御説明させていただきたいと思います。

（スライド）

まず、アフラトキシンですけれども、アフラトキシンは先ほど申し上げましたように、

Ｂ１、Ｂ２、Ｇ１、Ｇ２、この四つが非常に多く食品に含まれてくるので、この四つをト

ータルアフラトキシン、または総アフラトキシンと呼んでいます。ピーナッツとかそれか

らピスタチオ、香辛料、干し果実、はと麦などに汚染が見受けられます。この写真は、ピ

スタチオの写真です。このように、ギンナンのように外側の軟らかい皮の中に硬い皮があ

って、その中にピスタチオが入っています。こういう状態で栽培されますので、アフラト

キシン生産菌が汚染した昆虫などがここにとまることによって、汚染が広がると考えられ

ています。
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（スライド）

アフラトキシンよるヒトの健康被害は、まず大量摂取した場合と、それからそれほど大

量に摂取しない、長期に少量摂取した場合と、この毒性が異なります。

大量に摂取した場合には、肝障害をすぐさま起こしまして、ヒトにおいても死亡者が出

るほどです。それほど肝毒性が強いものです。ほとんどはトウモロコシを主食としている

国ですので、当然摂取量も多く、死亡率も高くなっております。

我々のような、それほどトウモロコシを主食にしなかったり、トウモロコシ自体がアフ

ラトキシンに汚染される頻度が低い国の場合ですと、少量を長期に取った場合の肝臓がん

というのが健康被害として挙げられます。これは、国際的な機関がヒトの疫学調査とか動

物実験の調査とかを踏まえましてリスク評価をした結果、こういう予測をしております。

もし１日に体重１kg当たり１ngのアフラトキシンＢ１を、毎日一生摂取したとしたら、健

常人では1,000万人に一人が肝がんになると予測されます。それから、もしＢ型肝炎のキ

ャリアだったり、Ｂ型肝炎にかかって発症している方においては、1,000万人に30人です

から、約30倍のリスクがかかっているため、高い確率で肝がんになってくるんだというこ

とです。この肝がんというのは、アフラトキシンが原因となる、そういう肝がんですね。

そういうリスクアセスメントがされております。

（スライド）

アフラトキシンに対する我が国の取組をみますと、今は、輸入食品においてはモニタリ

ング検査というのをしております。これは、検疫所が行っております。このモニタリング

検査で引っかかった場合には、すべてのその食品においては、命令検査というのをいたし

まして、我が国で流通する前にすべてのものを検査しております。

それから、国産食品に関しては、個々の都道府県が市場でのモニタリング検査というの

を常時行っておりまして、常に監視体制を置いております。

（スライド）

次に、パツリンでございますが、パツリンといいましたらこれはもうほとんど、リンゴ

にしか寄生しないかびでございますので、当然汚染もリンゴを原料とするものに限られて

おります。ほかの食品では見られないことが多いです。

パツリンの、これはペニシリウム・エクスパンサというかびに汚染されたリンゴですけ

れども、このように青いコロニーを作ります。この周りの茶色いところは傷んでいるリン

ゴ自体の傷でございます。
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（スライド）

パツリンの健康被害としましては、実験動物ではよくやられておりますけれども、致死

毒性が思ったより非常に高かったと。最初にパツリンの発見というのは、抗生物質として

発見されたんですけれども、さて臨床に使うという前に動物実験をしますけれども、その

ときに致死毒性があまりにも薬としては不適当に高かったので、かび毒というカテゴリー

に入ったというバックグラウンドがあります。

それから、大量に摂取いたしますと、これも実験動物ですけれども、消化管で出血を起

こします。発がん性については、今のところ不明でございます。いろいろなデータは挙が

ってきていますが、プラスになったりマイナスになったり擬陽性になったりということで、

確実に発がん性があるということは言われておりません。

幸いにも、ヒトにおける中毒事例というのは、今までに報告がございません。

（スライド）

パツリンの毒性評価というのが、このＷＨＯ／ＦＡＯの合同食品添加物専門家会議で設

定されておりまして、その結果、この動物実験において体重当たり43μg毎日摂取した場

合、これは影響が全然出ないよ、という値が出されております。そこで、安全係数を掛け

まして、暫定的な１日耐容摂取量と言いまして、１日にこれだけ食べても何にも健康被害

は出ませんよ、という値が出ております。それが、１日体重当たり0.4μgまでは、何の健

康被害も出ませんよ、という数字でございます。

（スライド）

そこで、これを受けて我が国で実態調査をいたしました。まず、どのくらい我が国に流

通しているリンゴジュースが汚れているのかということを、農水省とそれから厚生労働省

と一緒に実態調査をいたしましたけれども、その結果、これはリンゴジュース１kg当たり

50μgのパツリンが入ったものというのが、数件ですけれども見つかったという結果が出

ました。

それから、後、実態調査をするときに、当然消費量、我が国の年齢、何歳から何歳の人

が、どのくらいリンゴジュースを飲むかということも栄養調査で出ておりまして、それを

見てみますと、６歳以下の子どもが非常にリンゴジュース、こういうジュース類を飲むと。

それで、６歳以下のお子さんは体重が大人に比べて少ないということから、体重当たりリ

ンゴジュースの摂取量が当然多くなってまいります。そうしますと、もしパツリンがリン

ゴジュースにある程度以上入っていたとしたら、子どもさんがパツリンに暴露する量とい



- 11 -

うのは大人よりも高くなるだろう、ハイリスクグループになるだろうということが考えら

れましたので、それでは早目に、今すぐどうのこうのということはないのだけれども、実

態調査でそれほど高い値は出ないのだけれども、もう既にコーデックスでも基準ができて

いるので、それを適用して基準を作って、未然に健康被害を防ごうということで、日本で

50μg／kgの量でパツリンの基準値を作りました。

それで、この基準値を作ったことで、当然検疫所で輸入食品に関してはモニタリングを

行っておりますし、国産品に関しましては自主検査で、その安全性というか、パツリンの

基準値を超えるものに関しては、市場に出ないようにしております。

（スライド）

次に、トリコテセン系かび毒と言われているものを御説明させていただきたいと思いま

す。

これは、主にデオキシニバレノールという舌をかみそうな名前のものが、トリコテセン

系かび毒として有名なんですけれども、コーデックスで基準値も推奨されておりますけれ

ども、我が国においては、後でも御説明いたしますが、ニバレノールというかび毒もちょ

っとかかわってきますので、一遍に御説明させていただきたいと思ってここに載せました。

こちらは、青々とした麦の穂でございますが、こちらはちょっと赤みがかっております。

こちらは、病気にかかっている、フザリウム属というかびが感染した麦です。こうなりま

すと、穂が赤くなっておりまして、これがデオキシニバレノールを作ったり、ニバレノー

ルを作ったりする原因になります。これは、シャーレ上にこの菌を生やしますと、やはり

色素が赤くなってくるのがお分かりになると思います。

（スライド）

先ほどのデオキシニバレノール、これはＤＯＮ、ドンというふうに呼ばれていますが、

それからニバレノールなどのトリコテセンというものは、フザリウム菌が作るので、フザ

リウム毒素とも呼ばれています。

フザリウム毒素というのは、トリコテセンだけではなくて、ゼアラレノンというかび毒

やフモニシンというかび毒も作る場合があります。

フザリウム属が作る毒素なので、当然１個ではなくて、これらの毒素を何種類も作るこ

とも考えられます。全部が作るわけではなくて、その環境によって１種類だけではなくて、

２種類や３種類一遍に作る場合も考えられます。これは、複合的な汚染がある場合がある

ということです。
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これは、一つの例なんですけれども、小麦中にこのデオキシニバレノールとニバレノー

ルというのを見てみますと、「輸入」、アメリカとかカナダにおきましては、このフザリ

ウム毒素の二つが混ざっていることは余りないんですけれども、「国産」、日本において

は、風土の関係と、それから菌種の関係から、この二つが一遍に作られます。両方作って

しまう菌種が結構多くいる場合もあります。そこで、我が国においては、デオキシニバレ

ノールだけではなくてニバレノールの毒性ということも、今後考えていかなければいけな

いのではないかと思われます。

（スライド）

それで、今日はデオキシニバレノールに関して中心にお話しいたしますけれども、デオ

キシニバレノールの健康被害といたしましては、急性毒性として胃腸障害、それから食事

性放射線障害、これはともにヒトにおいても被害が認められたものです。

胃腸障害といいますのは、非常に多量にトリコテセン、デオキシニバレノールを食べた

場合で、日本では戦後食糧難の時に、やはりかびの生えた小麦から作ったうどんを食べて、

こういう嘔吐、悪心、下痢などが起こっております。

それから、食事性放射線障害は、まだ旧ソビエトの時代に、やはり食糧難で、ある村が

食べるものがなくて、前の年にとれた小麦を寝かせておいて、そして、それを食べたとき

に起こったもので、小麦というかヒエみたいなものですね、そこにはたくさんのフザリウ

ム毒素が入っていた。それで、白血球の減少とか、それから感染症になりやすくなったり

して死亡する例も見られました。

こういうふうな毒性、健康被害を踏まえて、この慢性毒性としては、ヒトではまだ確認

されておりませんけれども、実験動物では、免疫系を低下させる作用があるということが

証明されております。

（スライド）

では、デオキシニバレノールは１日にどのくらいまで食べていいのかとなりますと、こ

れは暫定最大１日耐容量は、体重当たり１日１μgまでは無影響である、健康被害は起こ

しませんよ、という数字がＪＥＣＦＡで出されております。

（スライド）

それを踏まえまして、では我が国のデオキシニバレノールによる汚染実態ということで、

輸入の小麦、それから国産小麦、それから国産の米、これらを相当数調べてみました。こ

れには、農林水産省、それから厚生労働省の協力で実態調査を行っております。
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その結果、国産小麦でちょっと高目の数値が、これはほんの数例なんですけれども、出

たという結果が出ました。日常よく食べる米に関しては、幸いにも非常に低いレベルで、

ほとんど無視できる量であることが判明いたしました。

（スライド）

では、その小麦において、数例ではありますが、ちょっと高い値が出たということを踏

まえて、我々としては最悪のシナリオを考えたわけです。この高い数値がすべての小麦で

出た場合にという、これはあり得ないんですけれども、最悪のことを考えるとすると、我

々の消費量から考えて、この最大耐容量よりも超えてしまうだろうと。

そこで、では早目に暫定基準値として、ある程度数値を決めることは、その健康被害を

未然に防ぐために大事であるということになりまして、そして現在、ＤＯＮの暫定基準値

として1.1mg／kgと定めております。

この暫定基準値を基に、国産品に関しては自主検査を行って、これ以上のものは流通し

ないようにしておりますし、検疫所ではモニタリングを行って、当然輸入品に関しても検

査しております。

先ほど、最初にちらっとお話しいたしましたニバレノールに関しましては、今日はデー

タを出しておりませんけれども、このデオキシニバレノールに比べると、その汚染量とい

うのは非常に低いものであったということを御報告いたしておきます。

（スライド）

次に、オクラトキシンですけれども、オクラトキシンは麦類とか干しブドウ、トウモロ

コシ、ワイン、ビール、コーヒーなどに含まれております。

（スライド）

オクラトキシンＡの健康被害といたしましては、いろいろと言われているんですが、ヒ

トにおいてはバルカン腎症という腎症、これが関連性があるのではないかと指摘されてお

りますが、まだ確定までは至っておりません。それから、催奇形性や生殖毒性、免疫毒性

などが実験動物で見られていますし、遺伝毒性、発がん性も実験動物では確認されており

ます。

（スライド）

オクラトキシンの暫定耐容摂取量としましては、このＰＴＤＩというのは、これが１日

の暫定耐容摂取量という意味ですけれども、これは１日体重１kg当たり14ng、それからこ

れはウィークです。一週間だったら100ng体重１kg当たり取っても、これは無影響である
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というふうに言われています。

ほかに、カナダとかそれから北欧などは独自で毒性評価を行っており、それぞれの耐容

摂取量を出しております。

（スライド）

では、オクラトキシンＡというのは、どういう食品からよく検出されるかといいますと、

このように穀類、コーヒー、それからビール、カカオなど、非常に広範囲の食品から出て

おりますし、また肉製品、豚においてオクラトキシンＡが摂取されると、非常に長く体内

にとどまるという性質がありますことから、畜産物の中のマイコトキシンというのも、オ

クラトキシンにおいてはちょっと問題になっております。

（スライド）

オクラトキシンＡの規制は、残念ながら、我が国ではこれから検討していく筋道を作る

べく準備に入っておりますけれども、ヨーロッパにおきましては、穀類や、それぞれベビ

ーフード、乾燥ブドウなどに基準値が設定されております。ドイツは、このヨーロッパの

基準よりもより厳しく作っているところもあります。

コーデックス委員会では、基準値は検討中でありまして、大麦やライ麦、小麦を対象に、

５μg／kgにするか、20μg／kgにするかというところで、今、話し合いをしております。

（スライド）

次に、フモニシンでございますが、フモニシンは、これは先ほどのパツリンと同じよう

に、非常に限られた食品にしか見られません。これは、トウモロコシです。トウモロコシ

や、それからトウモロコシの加工品に汚染が見られております。

（スライド）

フモニシンによる健康被害は、これはヒトでの健康被害として最近注目を浴びているの

ですけれども、せき柱分裂した子どもが生まれやすい。これはなぜかといいますと、この

フモニシンというのは、胎盤を通して普通、赤ちゃんは葉酸というのが母体から移行する

んですけれども、このフモニシンがあることによって、赤ちゃんへの葉酸の移行が阻止さ

れてしまうんです。そこで、葉酸というのは神経系を形成するのに非常に重要な元素であ

って、それがなくなることによって、この障害が起こると言われています。

食道がん、これは中国や北イタリアでは、食べ物に非常にフモニシンが汚染されており、

それで、そこの地域は食道がんが比較的多いということで、疑われてはいますけれども、

確定的な証拠は、いまだありません。
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実験動物では、肝臓がんが２年間の投与実験において見出されております。

（スライド）

フモニシンの規制は、アメリカでガイドラインとして言われているだけにとどまってお

りまして、これからどんどん広がっていくのではないかと思われますが、今のところアメ

リカでは、トウモロコシ類に対して非常に事細かくそのガイドラインを定めております。

（スライド）

最後になりましたけれども、現在厚生労働省の科学研究で、このかび毒に対して規制値

を作ることを前提に、その科学的根拠を集めております。それには、まずその毒性評価を

きちんとすること。それから、汚染実態と暴露評価。この暴露評価といっても、数学的な

手法を用いて行うものでありまして、科学的な根拠に従った暴露評価を行う。これを基に、

国益になる基準値の作成を行おうというプロジェクトを、今進行しております。

それからもう一つは、我が国でも汚染が見られておりますニバレノールに関しましては、

世界的にはまだ注目度が非常に低いので、我が国がぜひこのニバレノールの毒性を明らか

にして、適切な基準値設定なりなんなりを行っていくという方針を考えております。

以上です。どうもありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。

それでは、続きまして、今御説明もありましたようなかび毒のリスク管理の取組につい

て、榊課長補佐から御説明いたします。よろしくお願いいたします。

○榊課長補佐 皆さん、こんにちは。御紹介をいただきました、農林水産省農産安全管理

課の榊と申します。

私の方からは、今、小西室長から御説明がございましたようなかび毒につきまして、主

に国産の作物を中心としまして、そのかび毒のリスクを下げていく取組を、国あるいは都

道府県、市町村、さらには生産者の皆さん、あるいは流通業者、実需者の皆さん挙げて取

り組んでおります。そういう内容を、ごく簡単ではございますが、御紹介をさせていただ

きたいと思います。

（スライド）

本日、お話を申し上げる内容を、ごく簡単にまとめてございます。

まず、かび毒のリスク管理の考え方を簡単に御紹介させていただきまして、その上で、

現在、特に農林水産省、厚生労働省で力を入れて行っております実態調査の考え方といい

ますか、やり方について御説明を申し上げます。その後、実際にいくつかのかび毒につき
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まして具体的に対策を講じておりますので、その内容を御紹介します。最後に、食品安全

ＧＡＰについて。これは後ほど御紹介申し上げますが、生産段階でこういうかび毒ですと

か、あるいはその他のハザードのリスクを下げるための手法として今注目をし、その普及

を図っております、その内容について、御紹介をさせていただきたいと思います。

（スライド）

では、我が国において、かび毒のリスク管理をどのように進めていくか、その考え方に

ついて簡単に御紹介させていただきます。

まずは、基本的な考え方の中のさらに基本という部分でございますが、リスク管理とい

うのを、やはり国際的に通用する方法、考え方で進めていかなければならないということ

です。既にもう御案内かと思いますが、いわゆるリスク分析という枠組みがございます。

リスクを下げていく取組の中で、リスク管理を行う者と、それからそのリスクを評価する

者、さらにはリスクコミュニケーションということで、関係者がそういう施策の企画、立

案段階から関与し、みんなで一緒に考えていくというリスク分析の枠組み、こういう考え

方に基づいてこのリスクを管理していこうというのが基本的な考え方でございます。

これは、食品安全基本法でも、国の施策の方向、基本的な考え方として示されておりま

すし、また、国際的にもそういう方向で進んでおるわけでございます。かび毒については、

先ほど小西室長からもお話がありましたように、現在我が国で危ないというような状態に

あるというわけではございません。過去にはいくつか健康障害が出た事例があるようでご

ざいますし、また海外では現在でもそういうかび毒による健康障害の例があるということ

でございますが、我が国で特に今すぐにということではございません。しかしながら、や

はりいつ何どきそういうことが起こってくるか分からないということもございますので、

まずは健康への悪影響を未然に防止するということを重視して、対策を進めていくという

ことでございます。

それから、二番目としましては、科学的なデータを重視すること。さまざまな調査を行

い、あるいは動物実験等々を行ったデータを重視して、リスク管理を考えていくというこ

とでございます。

それに加えまして、技術的、あるいは、ここも大事なんですが、経済的な実行可能性と

いうものも考慮する必用があります。多額のお金をかけなければできないということでは、

やはり実行性を伴いませんので、やはり現場で取り組めるというようなことで、技術的あ

るいは経済的な実行可能性ということも考慮しながら、このリスク管理を考えていくとい
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うように進めているわけでございます。

また、こういうリスク管理の具体的な内容を考え、決めていく上で、いろいろな関係者

の方々と意見交換、情報交換を行いながら進めるということでございます。

なお、こういうリスク管理の進め方について、私ども農林水産省と、それから厚生労働

省と一緒に相談しながら進めていく事務的な手続、手順でございますけれども、それを今

年８月の終わりにペーパーにまとめて公表しております。この辺り、ホームページにも載

せておりますので、ぜひごらんいただきたいと思います。

それで、この未然防止ということでございます。今すぐに何か起こっているというわけ

ではございませんので、非常にリスクが見えにくい、ハザードが特定しにくいということ

で、いろいろと調査などを進めていかなければいけないということでございます。

（スライド）

これは、今申し上げましたようなリスク管理の考え方を、さらに具体的に段階ごとに紹

介した内容でございますが、今申し上げましたように、どういうリスクがあるのか、その

程度はどういう程度なのかというものを、まずリスク管理の初期作業で行います。いろい

ろ、かび毒の特徴であるとか、どんな実態にあるのかというような調査をし、その上で具

体的にリスク管理措置を検討します。具体的な技術的な手法の検討です。また、検討した

結果、どういうリスク管理措置をするかというのを決めまして、それを着実に実施してい

く。この辺りになりますと、当然現場で生産者の皆さん、あるいは流通加工業者の皆さん

方と一緒に行って、むしろそちらの方で主体的に行っていただくというような内容になっ

てくるわけでございます。さらには、そういうリスク管理の効果をきちんと把握して、フ

ォローアップして、足りない部分、あるいは改善すべき点を見出して、またこのリスク管

理措置の検討にフィードバックさせる。こういうサイクルをぐるぐると重ねながら全体の

リスクを下げていくというのが、リスク管理の流れでございます。

また、このリスク管理の初期作業でありますとか、リスク管理措置の検討の段階で、例

えば先ほど小西室長のお話の中にもありましたように、１日当たりそのかび毒をどれぐら

い摂取すればヒトに影響があるかどうかというような、かび毒の毒性評価ということを行

いますが、これはリスク管理の中ではなくてリスク評価の部分になりますので、これは外

部で行います。リスク管理は主に厚生労働省と農林水産省が国の機関では担うことになっ

ているわけでございますが、我が国では、リスク評価は食品安全委員会にお願いすること

になります。また、リスク管理措置を検討する際に、そのリスク管理措置を講じたときに
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どれだけリスクが下がるかというような観点からの評価も、場合によってはお願いするこ

とがございます。

そういうことで、国の機関も役割分担をしながら、リスク管理を進めています。また、

そのリスク管理を進めるいろんな調査を行い、あるいはリスク管理措置を検討し、こうい

う各段階において、関係者の皆さん方とリスクコミュニケーションを図ること。これが、

冒頭申し上げましたリスク分析の枠組みの基本的な考え方で、恐らく皆様方もいろんなと

ころでお話を聞いておられると思いますが、かび毒につきましては、まさにこの枠組みで

今リスク管理を進めているところでございます。

（スライド）

それでは、今申し上げましたリスク管理の内容につきまして、もう少し具体的に御紹介

をさせていただきたいと思います。

まず、先ほどの図の中で、リスク管理の初期作業、最初に行うことというところがござ

いましたが、その内容について御説明申し上げます。

まず、リスク管理の初期作業としまして今我々が進めておりますのは、かび毒の特徴に

関するいろんな情報を集める。これが、まず一番最初に行うべきことということでござい

ます。

この情報は、いろんなところから集めてきます。海外からのものもございますし、国内

でいろいろな研究機関の方々が調査された内容ですとか、あるいは、場合によっては食品

関係の企業の方々からもたらされる情報等々もございます。いろんなところから様々なリ

スクに関する情報がございまして、そういうものを集めてきて整理をします。具体的には、

例えば熱に強いのかどうかであるとか、水に溶けやすいのかどうかといったような物理的

・化学的な性質、そういうものもございますし、それから動物実験がなされておるもので

あれば、どういう症状が出ているのかというようなこと。あるいは、過去にそういうかび

毒が原因と思われるような食中毒の事例はないかどうか。さらには、食品中にどのような

量が入っているのかどうか。こういう既存の資料、あるいは情報をまず集めて整理すると

いうところから始まるわけでございます。

先ほども申し上げましたように、いわゆる食品事故の未然防止ということに力を入れて

おりますので、こういうところできちんと情報を収集して、どういうものが比較的リスク

が高いか、優先的にリスク管理を行わなければならないかということを、こういう中から

選んで、優先度を付けていくという作業をまずしなければいけないということでございま
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す。

一口にリスク管理と申し上げましても、いろんなことがございます。例えば実態調査で

す。後ほどお話申し上げますが、農産物中のかび毒の量を測定する実態調査も、リスク管

理の一環でございますが、調査をするだけでもやはりお金がかかります。ましてや現場で

いろいろな生産者の方、あるいは実需者の方々が検査をし、場合によっては農産物を廃棄

するというようなことになりますと、当然コストがかかってまいりますので、無駄なコス

トをかけないというのが実際には大事でございます。そのため、どういうかび毒が優先度

が高いかということを考える必要があります。かび毒だけではなく、かび毒と食品、農作

物の種類と考えていただいてもいいんですが、例えば後ほど御紹介しますデオキシニバレ

ノールというかび毒と小麦という農作物、これが比較的リスクが高いということになりま

すと、その組み合わせを優先的にリスク管理の対象に取り上げていこうというような優先

度リストというのをまず作るために、優先順位を決めるということを最初に行っていこう

というところでございます。その上で実態調査を行うというのが、今進めておる手順でご

ざいます。

（スライド）

実態調査、これは農作物でどれぐらい汚染しているのか、その頻度ですとか、それから

それぞれの農作物ごとの汚染の程度、濃度、さらにはそれを食品として摂取する量という

のがございますので、食品として日本人がどの程度食べているのかというようなことを、

実態調査の中から調べて把握していこうというものでございます。

もちろん、その実態調査を行った結果は、様々に統計的な解析をしまして、そういうリ

スク管理を考える上でも用いますし、また食品安全委員会などでリスク評価の作業を行う

際にも基礎データとして提供するというようなこともございます。また、厚生労働省で基

準値を策定する場合にも使ってもらうということもございます。さらには、リスク管理措

置を行いつつ、並行的に実態調査も行い、リスク管理措置の効果を検証する。こういうこ

とで、調査というのは非常に重要になってくるわけでございます。

ただ、先ほどからの話の中で、最初にリスク管理を検証する上では、まずは実態を押さ

えて何をすべきかということを考えるための基礎データに使うということ。よく言われま

すように、「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という有名な孫子の一節がございます

けれども、やはりリスク管理の世界も同じでございまして、相手をよく調べて知るという

ことが基本になるわけでございまして、この実態調査というのは、非常に重要になってく
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るということでございます。

（スライド）

この実態調査の実施のポイントというのを、ちょっと掲げております。

現在、農林水産省あるいは厚生労働省で、様々な食品中のかび毒の実態調査を行ってお

りますが、その際のポイントをちょっと御紹介させていただきます。

まずは、全体をきちんと把握しなければいけないということもございまして、ここに書

いてあります地域ごとの生産量ですとか、作付面積等に応じた適切なサンプルの採取が必

要となります。全体を代表するようなサンプルを採ってこなければいけないということで

ございます。できるだけ広い地域からランダムに採ってくるというのが大事でございます。

偏ったサンプルですと、全体の実態がきちんと把握できませんで、その後のリスク管理の

検討にも支障を生ずるということで、できるだけ全体を代表するサンプルを採ってくる必

要があるわけでございます。そのためには、ここにありますように、生産者の皆さんです

とか食品事業者の皆さん、あるいは都道府県の方々の協力がどうしても必要となります。

本日お集まりの関係者の方々も、いろいろと日ごろから御協力をいただいておるわけでご

ざいますが、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

また、その採ってきたサンプルをいかに正確に分析するかというのも、非常に重要にな

ってくるわけでございます。目的に合った方法、世界的に通用するような分析方法を使う

ということ。それから、分析方法が立派でも、分析する人が余り立派ではないと、立派な

データが出てこないわけでして、そういう分析方法で、かつきちんと精度が管理された分

析機関で行っていただくというのは、非常に重要になってくるわけでございます。そうい

うことで正確なデータを蓄積するというのが、また重要になってくるわけでございます。

さらには、その得たデータを公表する際、あるいは用いる際にもなるわけでございます

が、私ども今いろいろと実態調査を行っていますが、それは一つ一つのデータが高い低い

を、良い悪いと判断するために行っているわけではございませんで、どういうリスク管理

措置を行うべきかという基礎データにするために行っているわけでございますので、全体

の分布ですとか、あるいは濃度のレンジ、水準がどうであるとか、そういうことを知りた

いということで行っているわけでございます。したがいまして、ここにもありますように、

一つ一つ高いとか低いとかということを表に出して、それを公表するというようなことは

考えておりません。

いろいろと調査結果を公表しますと、どうしても、高いものはどこから出てきたんだと
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いうような問い合わせを受けることがございます。後ほど少し御紹介しますが、例えば小

麦のかび毒について現在調査をしておりますが、場合によってはある都道府県から一点と

か二点とかでしかサンプルの提供を受けないような場合もございます。そのときに、たま

たま高いのが出たからといって、その県全体を代表しているわけではございません。そう

いうことを問題にするのではなくて、あくまでも全国の実施をきちっと把握するというた

めに行っているわけでございます。したがって、公表の際もなかなか個別のデータまでは

出しません。いろいろ問い合わせをいただく場合も、お答えできない場合もございます。

その点は、ぜひお含みをいただきたいと思います。

（スライド）

こういう実態調査を行った上で、ではどういうリスク管理をするかということになって

くるわけでございます。今回御用意させていただきましたのは、我が国で現在具体的にリ

スク管理措置としていろいろ対策を講じております小麦のデオキシニバレノール、それか

らもう一つ、リンゴ果汁のパツリンについてお話をしたいと思います。先ほど、小西先生

のお話の中にも御紹介ありましたこの二つについて、具体的に、では何を行っているかと

いうことを御紹介させていただきたいと思います。

（スライド）

このデオキシニバレノール、通称ＤＯＮと呼んでおりますが、これは麦類の赤かび病と

いう病気の原因となるかびが作る毒素でございます。先ほどフザリウム属という御紹介が

ありましたが、このかびが原因となって起こる赤かび病というのは麦の病気です。したが

いまして、昔から麦を作っておられる農家の方は、この麦の病気である赤かび病の防除を

行ってこられました。しかしながら、最近になってこれがかび毒を作る、あるいはかなり

汚染しているということが分かりまして、その麦の病気の防除ということだけではなくて、

ヒトの健康に悪影響を及ぼすおそれがあるかび毒、これも管理していかなければいけない

ということになってきたわけでございます。

このかびは、麦が圃場、畑にあるとき、特に麦の花が咲く時期に感染します。麦の花と

いうのをごらんになった方もいらっしゃるかと思います。ちょっと見づらいですが、写真

は麦の穂ですけれども、ここに麦の粒がありまして、皮みたいなものが付いています。こ

れが麦の花の残骸です。残念ながら余りきれいな花ではございませんが、この花が咲く時

期から、花が咲いて受精をして中に実が詰まってくる登熟期の間に、かびの胞子が、特に

この花の中にぽっと入ってきまして、そこに雨が降ったりなどしますと、そのかびがばっ
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と広がりまして、この麦の穂にかびがまんえんする。そういうことで感染することが多い

ものでございます。

もともと、このかびの胞子は土壌の中にたくさんいるというふうに言われております。

特に、麦の開花時期、西の方では４月の半ばから収穫が梅雨前の６月の上旬ぐらいになり

ますので、ちょうど暖かくなって雨が降り出したころに、そういう感染時期を迎えるとい

うことでございます。また、主産地である北海道でも、ちょうど出穂、開花が６月の半ば

で収穫が７月の末から８月初めと、やはり北海道でも暖かくなる時期に、この感染の好適

期になるわけでございます。こういうときに感染して、この圃場でかび毒を作るというふ

うに言われております。

それで、このデオキシニバレノールにつきましては、先ほども御紹介ありましたように、

既に暫定基準値が作られておりまして、その暫定基準値に従いまして、輸入小麦について

は輸入時に検査をしておりますし、国産小麦については産地でいろいろとリスク管理をし

ているということでございます。

この辺について、もう少し詳しく御紹介をさせていただきます。

（スライド）

基本的な対策の話の前に、実態調査をこの小麦のデオキシニバレノールについて行って

おります。その結果を簡単にまとめてございます。

過去３年間ほどデータを積み重ねてきました。毎年二百点ほど全国からサンプルを集め

て実態調査を行っております。基準ができた当初は高い濃度のものもございましたが、幸

いなことに、年を経るごとに全体の平均値も、あるいは最大値も低下し、基準を超えるも

のは出てこないというような状況になっておるわけでございます。

ただ、過去３年ほど、この麦の赤かび病というのはそれほど大きく発生しておりませ

ん。したがいまして、この結果がリスク管理の効果によるものなのか、気象要因によるも

のなのかというのは、まだまだ分析が不十分でございまして、今年度以降、実際に現場で

どういう管理をして、どういうデータになっているかという背景情報もきちんと取りなが

ら調査を進めることにしているところでございます。

（スライド）

ここからが、実際に現場で行われているデオキシニバレノールのリスク管理対策でござ

います。

まず、かび毒の発生を防ぐために圃場でいろいろと行っております。一つは、麦の品種
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の中には、赤かび病という病気に強いものがございます。そういう赤かび病に抵抗性の高

い品種をできるだけ選んで作っていく。もちろん、品種を選ぶ際には、品質ですとか収量

といったほかの要素も関係するわけでございますが、その中に、そういう赤かび病抵抗性

というものも考慮して品種を選んでいくということです。

それから、赤かび病の発生が多い時期には、県の病害虫防除所でいろいろ情報提供して

もらっておりますので、そういう情報を基に適時的確に防除、これは具体的には農薬を散

布するわけでございますが、そういうことで、圃場段階で赤かび病の発生を防ぐというよ

うなことを徹底するというのがまず第一点でございます。

（スライド）

その上で、さらに、収穫時期になり、不幸にして赤かび病が発生してしまいましたら、

そういう圃場の麦は健全な麦と混ぜないようにするわけでございます。まず、圃場段階で

被害のひどいものは別に収穫をする。それから、収穫する麦というのはかなり高水分でご

ざいまして、そのままほうっておきますと、その段階でまたかびが蔓延するという恐れも

ありますので、収穫したら速やかに規定の水分、これは麦の場合、検査規格で12.5％とい

う水分規格がございまして、そこまで乾燥する。そこまで乾燥しますと、かびが増えると

いうことは余りないということでございますので、そういうことを行う。さらには、被害

を受けた麦というのは粒も小さいですし、軽いということもありますので、この大きさや

重さの違いで、いろいろと機械で選別をして、徹底的に赤かび病にかかった麦の粒を排除

するというのが、二点目でございます。

（スライド）

さらには、麦を産地から出荷する際、出荷前に産地段階でこのデオキシニバレノールを

分析しまして、暫定基準値を超えるようなものは出荷しないようにする。現在、現場でエ

ライザ法という簡易な分析方法を採用して、農協で分析されているようなところもござい

ますし、また、生産者団体と実需者の方々が共通のルール、全国統一のルールを決めて、

ある頻度でデオキシニバレノールの濃度を測って、その結果を基に流通をさせるというル

ールもできておりまして、そういう管理が行われているという状況にございます。

こういうことで、現在、国産の流通している小麦は、基本的に安全なものが流通されて

いると私どもは考えているところでございます。

（スライド）

続きまして、リンゴの果汁のパツリンの対策でございます。
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（スライド）

これも、先ほど御紹介ありましたように、リンゴに付くペニシリウム属、あるいは一部

アスペルギルス属のかびが作る毒素でございます。

これも、やはり土壌にいるかびでございまして、例えば台風の被害などで落ちてしまっ

て、リンゴの果実の表面に傷がつき、そういうところからリンゴの中に進入し、かびが広

がり、かび毒を産生するというようなものでございまして、現在、食品衛生法に基づく基

準値が定められております。したがいまして、当然、リンゴ果汁を出荷する際には、この

基準を守って出すということになるわけでございます。

先ほどのデオキシニバレノールは、圃場段階で増えるというようなことを申し上げまし

たけれども、このパツリンというのは、どちらかというと貯蔵中に増えやすいという性質

がございます。

（スライド）

このパツリン、これも先に基準値ができて、その後から実態調査を後追いで行っている

ようなところがございまして、最初に申し上げましたリスク管理の手順からいくとちょっ

と逆なのですが、私ども国の施策もこれからということで、この辺はちょっと御容赦いた

だきたいと思います。ここに過去２年間に分析した結果を載せてございます。年に百数十

点から二百数十点しておりまして、幸いにして現在のところ基準値を超えるものは見つか

っておりません。

ただ、基準値に比べて50％を超えるような濃度のものも出てきておりますので、やはり

リスク管理をきちんとしていかなければ、いつ何どき基準値を超えるものが出てくる可能

性もあるということでございます。

（スライド）

このリンゴ果汁のパツリン対策、これもやはり生産段階での管理が非常に重要になると

いうことでございます。先ほど申し上げましたように、かびがリンゴの果実の表面にでき

た傷口から侵入するということでございますので、リンゴに傷を付けないというのが、ま

ず第一点でございます。そのために、きちんとせん定をするとか、収穫あるいは収穫作業

の後の運搬、こういったときに丁寧に取り扱って、こういう段階で傷をつけないこと。貯

蔵中に増えますので、収穫以降も増えてくる。それから、リンゴは乾燥させるわけではご

ざいません、ジューシーな状態で保存しますので、いつ何どき増えるか分からないという

ものでございます。
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（スライド）

また、当然貯蔵中も腐敗を防止するということで、できるだけ低温に管理をするという

ことですとか、輸送中に傷を付けない。さらには、原則として落ちてしまったリンゴは、

菌が付着している可能性があるわけでして、そういうものは使わない。ただし、昨年もあ

りましたが、台風がやってきましてある産地で軒並み全部落ちてしまったというような時

には、やはりそういうリンゴを使わざるを得ない場合もございます。その時には、速やか

に低温、コーデックスなどでは、３℃ぐらいというようなかなり低温を推奨しております

けれども、そういう低温で保管するというような管理をするということでございます。

（スライド）

それから、リンゴを工場に持って行きまして搾るわけでございますけれども、その段階

でも、いろいろと対策をしていただいております。

まずは、腐ったリンゴを工場の搾汁工程に入る段階ではねるということがございます。

腐敗果、それから一部の腐敗であれば、その部分は切り取る。要は、ジュース工場の工程

の中にそういう腐ったものは入れないということでございます。

それからもう一つは、出荷前に自主的に分析をして、基準値を超えるようなものは出さ

ないという取組を、これはリンゴ果汁の工場の方にしていただいています。

こういうことで、リンゴの果汁のパツリンのリスクを下げるというような取組をしてい

るわけでございます。

（スライド）

簡単ではございましたが、今現場でどういうことをやっているかということを、御紹介

させていただきました。ここで、現場段階でのリスク管理というものを少しまとめさせて

いただきますと、繰り返し申し上げますように、農産物を汚染するかび毒、これは圃場段

階で感染をし、それが増殖し、かび毒が増えるというようなことですので、圃場段階でき

ちんとまず管理をするというのが大事でございます。

食品の安全性は、フードチェーン全体にわたるリスク管理によって、確保されるという

ことでございますが、その入り口であります生産段階で、まずきちんと管理する。これが、

非常に重要であるということでございます。

かびの胞子は圃場にいます。先ほどのデオキシニバレノールもそれからパツリンも、土

壌中にいるかびの胞子が原因になるということでございますので、圃場できちんと管理を

するということが重要です。
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そのためには、食品安全ＧＡＰという、我が国ではこれから新しく現場で普及をさせて

いこうという、新しいリスク管理の手法を取り入れていくのが有効であると我々は考えて

いるわけでございます。

（スライド）

この食品安全ＧＡＰ、ＧＡＰというのは、「Good Aguricultural Practice」の略でご

ざいます。これは、食品安全の手法のうち、いわゆるプロセスチェックの一つです。でき

たものを最終的にチェックするというファイナルチェックではなくて、生産の各段階ごと

にどういうハザードがあって、そのハザードによるリスクをどういうふうに下げていくか、

そのリスク管理の手法を工程ごとにあらかじめリストアップをしておきまして、それに沿

って農家が着実に実践をして、さらにそれを記録し、後ほど振り返られるようにする。こ

ういう一連の取組を、食品安全ＧＡＰと言っておるのですが、こういう取組をできるだけ

広く、できればすべての農家の方に取り入れていただきたいということで、我々は今この

ＧＡＰというものの普及に当たっておるわけでございます。

これは、食品安全という大きな目的のためにやるわけでございますけれども、それ以外

にも、チェックリストでいろいろと作業項目を記録しますので、生産情報公表ＪＡＳとい

ったものにも当然対応できますし、さらには、自らの営農技術ですとか経営の改善にも反

映できるような取組ということで、推奨しております。

（スライド）

この食品安全ＧＡＰをごく簡単に御紹介したパンフレットを、今日皆様方にお配りして

いる資料の中に同封しておりますので、後ほど、どうぞごらんいただきたいと思います。

また、細かくもう少し詳しい内容をマニュアルとして示しております。これは、ここに

ありますアドレスで、農林水産省のホームページからもダウンロードできるようになって

おりますので、ぜひごらんいただきたいと思います。

私どもは、このＧＡＰを普及させるために、全国でいろいろ研修会を開いたり、あるい

は産地での実証といったようなことにも取り組んでおります。本日、生産関係の方々にも

御出席いただいていると思いますが、ぜひ現場で取り組んでいただければというふうに思

います。

（スライド）

最後になりましたけれども、本日のまとめとしまして、農産物のかび毒のリスク管理と

いうことで、今、政府で行っております内容、リスク分析の枠組みによるアプローチとい
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うのを非常に重要視し、この枠組みの中で進めておるということでございます。それから、

現場段階でリスクを下げるために、この食品安全ＧＡＰというのを進めておるということ

を、ぜひ御記憶いただきたいと思いますし、さらに、今日は触れませんでしたけれども、

様々な技術開発というのを進めておりまして、生産段階で簡易に分析できるような分析技

術ですとか、それから病気に強い品種の開発、さらには、より効果の高い防除技術の開発、

こういうことも独立行政法人ですとか都道府県の試験研究機関と連携しながら研究を進め

ているということでございます。

ごくごく簡単ではございましたが、以上、御説明させていただきました。御清聴ありが

とうございました。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございます。

行政の出席者は席にお戻りください。

では、これより意見交換に移りたいと思います。

これまでお聞きいただいて、説明の中ですとか、また日ごろからお感じのこと、疑問を

持たれているようなことについての御質問でも結構でございますし、リスク管理などにつ

いての御意見でも結構でございますので、どうぞ皆様から御発言ください。

なお、できるだけ多くの方に御発言いただきたいと思っております。申しわけございま

せんが、一回の御発言は２分以内におまとめいただければと思います。失礼ながら、事務

局の方で１分40秒を経過いたしましたら一度、それから２分たちましたら二度ベルを鳴ら

させていただきますので、おまとめいただいて、次の方にお譲りいただければと思います。

行政からの回答、発言につきましては、言葉が足りずに誤解があってはいけませんので、

２分に限らせていただくということはしておりませんが、行政からの回答もできるだけ的

確に、手短にするように心がけてほしいと思います。

それから、御発言に先立ちましてはお名前と、差し支えなければ御所属をお聞かせくだ

さい。

では、どなたからでも結構でございます。

そうしましたら、そちらのワイシャツの眼鏡の男性の方。それからその次に、そちらの

前のネクタイをお締めの方、お願いいたします。

○草田 協和メデックス株式会社の草田と申します。

アフラトキシンＢ１の日本における規制なんですけど、たしか食品中に10ppbというの

が規制値で、それを超えた場合に食品衛生法違反になるというふうな理解だったんですけ
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ど、これ以下の値でも、少しでも入っていたらだめということになったんでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 アフラトキシンＢ１の規制値のお話でございますけれども、厚

生労働省からお願いします。お座りになってお待ちください。

では、小西室長からお答えいただけますか。よろしくお願いいたします。

○小西室長 アフラトキシンＢ１の今の規制は、食品衛生法によって規制されております

けれども、過去の測定法というのが、アフラトキシンＢ１が問題になったときの測定法と

今の測定法というのが非常に違って、進歩しておりまして、最初にアフラトキシンＢ１の

汚染が問題になったときの測定法での検出限界というのが、一応10ppbだったわけなんで

すね。ですから、それを今も検出されてはならないという基準にしておりますという状態

なんですが、今後、測定法も進歩してきておりますので、リスクアセスメントの方から、

果たして何ppbが健康被害に影響が出ないかということを科学的にきちんと検証して、国

際的にも検証されている部分もございますけれども、より我が国としての対応というのを、

これから進めていこうとしております。

○中山消費者情報官補佐 よろしいでしょうか。

○草田 そうしますと、例えば現時点において５ppbが検出された場合はセーフというこ

とでよろしいんですか。

○小西室長 はい。

○草田 どうもありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、次にそちらの前にいらっしゃる男性。

○杉山(國) オエノンホールディングスの杉山といいます。

二点ばかりございますけれども、フザリウム毒素は、穀類に多く生成するというふうに

お伺いしたんですけれども、かびの生成として表面から生成していくと思うんですけれど

も、これが穀類の精麦とか精米、これによってこのリスクがかなり減るものかどうかとい

うこと、この辺をお伺いしたいのと、それから、私どもが扱っていますのはお酒なんです

けれども、蒸留という操作によって、かび毒の構造からいってほぼ完全に除去できると理

解しておるんですけれども、これが間違いないかどうかですね。

それからもう一点ですけれども、私、３月16日のかび毒のリスク管理検討会、これをち

ょっと傍聴させていただいたんですけれども、その際にオクラトキシン、これが市販調査

を中心に調査を行って、一部検出事例が確認されているというふうな結論をお伺いしたん

ですけれども、それに伴って昨年度調査を行って、今年度の調査の中ではオクラトキシン、
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それからデオキシニバレノール、ニバレノール、ゼラレノン、それからその麦類の実態調

査とリンゴのパツリンの実態調査が行われる計画であるというようにお伺いしたんですけ

れども、オクラトキシンは、先ほども小西先生がおっしゃったように広い範囲の食品に含

まれているはずなので、その他のもので何で調査を行われなかったのか。もしくは、18年

度に予定されているのかどうかをお伺いしたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

そうしましたら、前半のフザリウム属ですとかそういったものが穀類に発生する場合、

精麦ですとか精米によるリスク低減、それから蒸留というような方法を経ることによって、

かび毒の除去ができるであろうかという点につきまして、小西室長からお答えいたします。

○小西室長 トリコテセン系かび毒、そのデオキシニバレノールの減衰率に関しましては、

厚生労働省の研究でも行っておりまして、報告書が提出できておりますけれども、その結

果、製粉によって約50％が減衰されます。それから、調理によっての変化ですけれども、

これは日本人は小麦をどういう状態で食べるかというと、大きく二つに分けられます。パ

ンの状態で食べるか、それから麺の状態で食べるかです。パンに調理するときには、ほと

んどデオキシニバレノールは減衰いたしません。しかし、麺の状態にいたしますと、その

７割ぐらいが水に溶けますので、湯がく作業によって減衰が期待されます。

それから、蒸留のことですが、蒸留の方にはデオキシニバレノールは行かないというふ

うに考えられております。

以上でよろしいですか。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、もう一ついただいておりましたオクラトキシ

ンの実態調査について、その品目についての御質問かと思いますけれども、18年度の予定

でございますか、それにつきましては、榊の方からお答えいたします。

○榊課長補佐 オクラトキシンＡにつきましては、現在、農林水産省と厚生労働省が協力

しながらいろいろと行っておりまして、米、麦の主要農作物のほかにも、ソバですとかト

ウモロコシですとか、そういういくつかの品目を行っております。

主に農林水産省では、米と麦について頻度高くして調査をするということにしておりま

すし、厚生労働省の方では、そのほかの作物の調査を広く行うというふうに聞いておりま

す。また、輸入物も含めて調査をされると聞いております。

いずれにしましても、これは予算的なものもございまして、できるだけ広く網をかけら

れればいいんですが、先ほども御説明申し上げましたように、できるだけリスクの蓋然性
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といいますか、相対的にリスクが高いのではなかろうかというようなものから優先順位を

付けながら、一つずつ確認をしていくということをやっております。まずはお米でありま

すとか麦でありますとか、そういう摂取量の多いものからできるだけ詳しく調べていこう

というような考え方に立っているものですから、できるだけ広くできればいいんですけれ

ども、そういう予算的な制約もございまして、品目を限って調査をしております。

18年度以降につきましては、今後また専門家の方々の御意見なども聞きながら、対象の

作物を決めていきたいと思っております。現段階で、どれをやりますということは、ちょ

っとまだ決まってない状況でございます。

○中山消費者情報官補佐 杉山様、よろしいでしょうか。

○杉山(國) その他の製品ですけれども、例えばＥＵの規制基準がありますよね。コーヒ

ー豆、インスタントコーヒー、ワイン、グレープジュースですか。これらについては、や

っぱり優先的にやるべきではないかと私は考えるんですけれども。

○中山消費者情報官補佐 小西室長からお答えいただけますか。

○小西室長 厚生労働省では、平成16年から食品中のかび毒の暴露評価に関する研究を行

っておりまして、その中では輸入品も含めまして、オクラトキシンＡは、ソバ、ワイン、

それからコーヒーにおいても調査をやっております。

昨年度の調査結果によりますと、その詳しい結果は、コーヒーは生のコーヒーにおきま

しては11検体行っておりまして、不検出が８検体、それで検出が残りの三つですね。量と

しましては、0.5μg／kgですので、非常に微量です。それと、ワインでは10検体行ってお

りまして、そのうち２検体から出ておりまして、しかしそれも量が0.2ppbと、非常に低い。

この値を基に、先ほどの１日耐容摂取量を掛け合わせてみましても、ほとんど無視できる

ぐらいの量であるので、すぐさま健康被害どうのこうのというような危険、可能性はない

というふうに考えております。

○中山消費者情報官補佐 よろしいでしょうか。

そうしましたら、ほかの方いかがでしょうか。

そうしましたら、そちらの白いブラウスの女性の方と、そちらでネクタイをお締めの男

性の方、お願いいたします。

○成沢 中央区消費者友の会の成沢といいます。

今、菌床栽培のキノコがほとんどを占めているんですけれども、そういう菌床栽培のキ

ノコなどにかび毒みたいなものが出ないのかというのが一つと、後、栽培するときに、菌
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毒というんでしょうか、害菌というのでしょうか、そういうのに被害を受けている率が87

％ぐらいあるというふうに聞いてますので、そうするとその菌毒を、害菌を押さえるため

に、特殊な薬というか、農薬をたくさん使っているのではないか、どの菌床栽培のキノコ

にも使われていると、ちょっと困るなということです。今日のお話とちょっとずれている

かもしれませんけど、心配なことです。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

菌床栽培のキノコについて、かび毒の心配がないかという点がまず一点。それからもう

一点、害菌というものを防ぐために農薬を使用しているのではないかと、そういった御懸

念の御質問かと思いますけれども、榊さん、いいですか。よろしくお願いします。

○榊課長補佐 誠に申しわけございません。キノコを汚染するかびによるかび毒というの

は、私もちょっと知見がないんですが、ごく一般論で申し上げますと、特に菌床栽培の場

合は、キノコ自体がかびの仲間のようなものでして、かびが生えてしまいますとキノコ自

体があまり育たないと。したがいまして、極めてクリーンといいますか、キノコがきちん

と育つような環境を作って栽培し、データがないので、あるとかないとかというのは申し

上げられないんですけれども、そういう栽培管理をされているということ。もちろん国内

で菌床栽培でキノコを栽培される場合に、そういったいわゆる雑菌を防除するために農薬

を使う場合には、その農薬取締法に基づく農薬を使う必用があります。さらに、14年に農

薬取締法が改正されまして、農薬の使用の基準、ルールに従って使わず、間違った使い方

をされた方は罰則をもって取り締まられるという非常に厳しいルールの中で、そういう薬

剤、農薬を使っておられますので、そこは安心いただければと思います。また、キノコ自

体の残留農薬というのは、厚生労働省の方できちんと監視もされていますので、そこは御

安心いただければ良いと思います。

○中山消費者情報官補佐 成沢さん、よろしいでしょうか。

そうしましたら、ちょっとお待ちください。先ほどお約束のありましたそちらの男性の

方、お願いいたします。

○関 関といいます。獣医師です。

非常に興味のある話を聞かせていただきました。特に、最後のところの３枚のスライド

に出ましたフモニシン、それのヒトとのかかわりの部分で、私は実は日本の国内で既にト

ウモロコシのかび汚染、フモニシン汚染によると思われる事例にかかわりまして、平成12

年３月17日に筑波で行われました第２１５回鶏病事例検討会の場において総説を明らかに
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しております。

私の得た知識によりますと、アメリカにおいてフモニシンの規制がなぜ行われているか

ということは、一つは、アメリカでトウモロコシの多収穫で余剰分が出た年が何年か続く

と、その後に国内及び輸出先の他の国においてフモニシンに起因する家畜の病気が起こる

ということがあります。日本で、私が実際に検分した鶏の病気、これは骨の異常発育です

が、病名はＴＤ、ティビアル・ディスコンドロプラシア、頸骨軟骨不全症と呼んでいます。

実は今日、もしお見せすることができればと考えて、野外の実態と海外のデータをＯＨ

Ｐとして持ってきたんですが、鶏、ブロイラーの病気であるとともに人の病気のカシンベ

ック病、中国ハルピンの北にありますカシンベックという地域での風土病、それから南ア

連邦のメスレィニィ病、これと非常にかかわりがあるということを、中国ハルピン医科大

学の研究者が実証しておりまして、それが基になって、今フモニシンに対してアメリカ政

府が厳しい規制をしいてきたんだと私は思っています。

時間がないので、最後にこれは一つ、そのときに使ったＯＨＰの一枚で非常に興味のあ

る言葉があるんですが。“Journal of AOAC INTERNATIONAL (1996)”、ＡＯＡＣというの

は科学分析の国際基準を作る組織ですが、そこのインターナショナル・ジャーナルの中に、

南ア共和国の医学研究委員会のドクター・シェパードが論文を出していまして、一番最後

の言葉が、これは我々にとっても、あるいは被害を受けている後進国の人たちにとっても

非常に興味があるものと考えますので、これを読ませていただきます。

『本調査の結果、かび毒フモニシン汚染の世界規模での広がりの実態が明らかになった。

人の食料と家畜の飼料であるトウモロコシ中のフモニシン汚染の現実は、各国政府がトウ

モロコシのフモニシン汚染検査を実施し、コントロールする必要性のあることを強く示唆

している。このことは、トウモロコシが食品としてそれほど重きを置かれていない豊かな

先進諸国においても。』これは米国であるとか日本が入ると思うんですけれども、『はた

またトウモロコシを自ら栽培し、日常の食料として消費しているため、フモニシンの大き

なリスクを背負っている国々の農村社会にとっても、極めて重要なことである。』

結局、私はたまたま赤かび系のかび毒フモニシンによると考えられる野外発生例、ＴＤ

にぶつかりフモニシン系のかび毒に関心を抱き文献を調べ続けた結果、人の食品、人の健

康にかかわる大きな問題であることを知りました。海外では人の骨が異常を起こすという

ことを、ある意味で風土病と考えていたものが、実はその土地で作るトウモロコシから抽

出された毒、フモニシン、ＦＢ１、ＦＢ２、ＦＢ３のいずれかによるものだということが、
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1988年以降、感染実験を成立させて証明されるようになってきた。

ぜひ、日本では今のところそれほどトウモロコシに依存する食生活ではありませんけれ

ど、家畜飼料としては非常に大量のものが入っているわけで、我が国で発生した私が見た

野外例も、海外でトウモロコシの余っている、アメリカで問題起こったという後に、日本

の国内でもわずか一、二年だけぱっと出て、その後特に大きな問題になっていません。で

すから、常在的に出る病気とは思いませんが、食品安全の見地からも研究し、検討すべき

問題だと思います。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。

トウモロコシに発生するフモニシンについて、家畜の病気と、それからヒトへの影響も

ある、カシンベック病というのですか、そういったものとの影響があるという論文を御披

露いただきましたけれども、その点について何か小西室長、コメントはおありでしょうか。

○小西室長 今日お話しいたしましたマイコトキシンは数がありますが、フモニシンは先

ほど御指摘のとおり、非常に新しいかび毒でございまして、1990年代になって発見された

というものですので、まだまだ情報は、疫学も含めて人間への影響、それから動物への影

響、それから汚染実態、これは世界的な情報が足りない状態でございまして、毒性評価も

十分に確立されていないと言っていいと思います。ですから、これから、先ほどの有益な

御助言も含めて、どんどん新たな事実または実証が出てきて、より正確な評価がされ、そ

して規制値が決まるというふうな段階の途中にあると考えられます。

○中山消費者情報官補佐 それから、輸入のトウモロコシということで、えさの方の問題

も提起していただきました。今日会場に実際にそういった輸入飼料の検査をされている独

立行政法人の肥飼料検査所の方がいらしておりますので、ちょっと御意見いただきたいと

思います。

○石黒 肥飼料検査所の石黒です。

我々は、独立行政法人になってから飼料原料のモニタリングをやっておりますが、フモ

ニシンについても年間百五十点程度モニタリングをやっております。

それで、トウモロコシの半数以上は検出されておりまして、最高６ppmを超えるものも

出ております。トウモロコシ以外では、マイロ、これが２割程度ですね。あと、大麦も８

％程度出ております。あと、フスマが若干出ておりますから、小麦の汚染も懸念されてお

ります。

以上です。



- 34 -

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

そうしましたら、関さん、この件についてはよろしいでしょうか。いろいろ情報をあり

がとうございます。

そうしましたら、ほかの方はいかがでしょうか。そうしましたら、こちらの前の女性の

方。それから、次にこちらの男性の方。

○武荒 千葉県の市川市消費者の会の武荒と申します。

かびの毒について、この勉強に接しましたのは初めてで、もう本当に恐ろしく恐ろしく、

そして知識を得ていい機会だったと思っております。

さっき、穀類のかびにつきまして、以前、遺伝子組換えで合理的ではないかと思った頭

でいるんですけれども、そんなかびに抵抗のある遺伝子組換えの技術は成功できないもの

かしら。それは、素人考えでちょっとおかしいかしらと思っておりますけれども、ぱっと

うまくできないかしら。

もっと時間がありましたら、リンゴのことですけど、傷ついたリンゴちゃんがかわいそ

うだから、ジャムか何かの原料にしたらどうかしらなんて、そんなことを思っております

けど、いかがでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

かび毒について、いろいろ得た情報からみて、例えば遺伝子組み換えでかび毒に強い品

種の改良ができないかというようなお話だったと思いますけれども、その辺の実態につい

ては、榊補佐、よろしいですか。

○榊課長補佐 我が国で、特に麦、先ほどちょっと御紹介しましたが、赤かび病あるいは

その赤かび病の原因となるかびが作るデオキシニバレノールという麦を汚染するかび毒の

リスクを下げるためにいろいろな対策を行っておりますが、その中で品種、病気に強い品

種を作るという研究も、最後にちょっとだけ御紹介させていただいたんですが、そういう

こともやっております。

世界中にはいろんな麦がありますが、中にはものすごく赤かび病に強い品種があるわけ

でして、そういう海外のものを材料にしまして、日本の麦にそれを掛け合わせて、これは

昔から行っている育種の方法なんですが、そういう強い品種の持ついわゆる性質を日本の

麦に取り入れる研究を行っています。そういうことはもうずっと以前から行ってきており

まして、最近では赤かび病に強い品種というものが、少しずつ出てきております。

遺伝子組換え技術というのも、非常に、そういう新しい作物に新しい性質を入れるとい
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うので有用な技術の一つではあるとは思うんですが、現実問題として、今現在日本では、

そういう赤かび病の抵抗性をつけるために遺伝子組換え技術というのを使っているという

ことは聞いておりません。独立行政法人の研究機関では行っていないと思います。

それから、落ちてしまったリンゴ、確かに非常にもったいなくて、先ほど申し上げまし

たように、少し落ちてしまったような程度であれば、農家の人にはそれはもう使わないで

くださいねということをお願いするんですが、台風などで、木になっているもののほとん

どが落ちてしまったというようなときになりますと、農家の方ももちろん大変ですが、現

場でリンゴのジュースを作っている工場の方も非常に大変になるわけでして、原料が入っ

てこなくなる。

したがいまして、そういうときには、落ちたリンゴも使うということはやむを得ないと

は思うんですが、その際に、かび、あるいはかび毒が増えないように、落ちたリンゴはす

ぐ冷蔵庫に入れてください。それから、できるだけ早く搾ってください。そして、搾った

ジュースをきちんと分析して、基準に合致したもの以外は出さないでください。という、

そういうことをお願いしておりますので、現場ではいろいろ工夫はされていると思います。

○中山消費者情報官補佐 かび毒について、いろいろ新しい情報で恐ろしく思われること

もおありだということですけれども、今のようないろいろな対策もしておりますので、そ

ちらの方の情報も一緒にお持ち帰りいただけたらと思います。

そうしましたら、そちらの男性の方、お願いいたします。

○木野村 千葉から参りました木野村でございます。毎度お世話になります。

三点ばかり。まず、日本は四方を海に囲まれた島国です。それから、地球温暖化の関係

で北極の氷も溶け始めています。気象条件も変わっています。台風上陸もあります。こん

なような中で、有害な湿気もそうですけれども、かびの発生というようなものに対しては、

何か、かびさん、喜ぶのではないかなと思うぐらいな状態です。

それで、先ほど調査の時点で、米だとか麦だとかリンゴだとか、この例を挙げましてお

話しいただきましたんですけれども、これは100なり200なりやっておられるのですが、品

種による差はないんですか。例えば、新潟のコシヒカリは大丈夫だとかいうような、例え

ばですよ、そんなような品種による差がどうなのかと、その統計的優位性はあるのかない

のかということですね。それが二点。

それから、後は、今遺伝子の関係が出たんですが、これは私もそれをしゃべろうと思っ

たんですけれども、今は一般の方は、遺伝子と聞くと知らないと。知らないから怖い、怖
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いから嫌だと、この段階なんですよ。私は、デパートとか何かで３日間、よくその話、展

示をやるんですけれども、ここのところ二、三年やっているんですけれども、いくらか分

かってきたかなと思うんですけれども、まだまだ雰囲気的にはそういう県民の方が多いで

す。ですから、それをどういうふうに持っていくか。前の質問の方が、有益に遺伝子組換

えで何とかならないのかとお話を、ＤＮＡの関係であれしたんですけれども、私もそれは

同感なんですが、ちょっと無理だと思いますが、よろしくお願いします。

それから最後に、今日、家庭におけるお話をこれだけいろいろ聞いていますと、食べる

ものがなくなっちゃったような気がするんですよ。何か良いかびもあるし悪いかびもある

のでということで。そろそろ時間だそうですからこれでやめますが、以上二、三点。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

まず、データとしてお示しした中で、米とかそういったことを出したわけですけれども、

植物の品種、そういったものによって検出されるものに違いがあるのかという御質問につ

いて、榊の方から御回答いたします。

○榊課長補佐 品種による差、先ほどから少し御紹介しておりますように、例えば麦であ

りますと、赤かび病にかかりやすい品種と、かかりにくい品種というのが、これは明らか

にございまして、いわゆる病害虫の抵抗性と言っておりますが、抵抗性が強いものという

のは病気にかかりにくい、弱いものは病気にかかりやすいということが、これは品種によ

って差がございます。

品種によるかび毒の汚染濃度の差についても、恐らく病気にかかりやすい。したがって、

かびが蔓延しやすい。そうすると、かび毒の汚染も広がりやすいという、三段論法的には

行くんだとは思うんですが、そのかび毒の濃度と品種を明確に分析したデータが、今のと

ころまだないものですから、そこは今実態調査の中で、品種による差なども見れるように、

少し調査の方法を工夫しようと思っています。ただ、病気に対する抵抗性は、明らかに差

がございます。

それから、例えば小麦とビールの原料になるような二条大麦とでは、明らかに差があり

ます。特に、二条大麦などの場合は花が開かないで受精をしますので、胞子が中に入りに

くく、比較的病気に強い、赤かび病に強いというような性質も持っていますので、そうい

う品種ですとか、あるいは作物の種類によって抵抗性に差がございます。

○中山消費者情報官補佐 それから、遺伝子組み換えについてもう少し理解を進めてはど

うかというような御意見をいただきましたが、農産安全管理課長が遺伝子組み換えの方の
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課長も兼ねておりますので、一言申し上げます。

○嘉多山課長 お話がございました重要性は、私どももよく分かっておりまして、実は今

年も６月の末ごろにちょうどこの場所で、内容、どういうことをやっているのかというこ

ととか、それからどういう規制なりがあるのかということを、とりあえず一回目というこ

とで、消費者の方、研究を実際にされている研究員の方、それから食品産業の方なりの参

加をいただいて、勉強をし始めたというところでございまして、またこれからは、例えば

少人数での話し合いをするとか、パネルディスカッションみたいなことをするというよう

なことで、いろいろ工夫をしながら、遺伝子組換えの農作物については、それぞれの立場

での御意見と、それから実際はどうなのかという御理解をいただけるように努力をしてい

きたいというふうに思っていますので、また同じような形で募集をさせていただくことに

なりますので、ぜひ御参加をいただければというふうに思います。

○中山消費者情報官補佐 それから最後に、家庭での管理についておっしゃっていました

が、消費者の方などは非常に興味の高いところかと思うので、それについても榊の方から

御回答いたします。

○榊課長補佐 かび毒に限りませんで、食品の安全性確保全体を通じてもそうなのですが、

いわゆるフードチェーン、生産地から家庭の食卓までの一連の食品の流れの中のどの段階

であっても、きちんと管理をしませんとリスクは高まるということでございます。

私ども農林水産省あるいは厚生労働省では、生産地あるいは流通加工の段階で、このか

び毒であればかび毒を増やさないように、できるだけ減らすようにというようなことで、

どういうことをやればいいのか、生産者の方あるいは事業者の方にこういうことをやりま

しょうということでお話を申し上げて、農家の方あるいは食品事業者の方にはいろいろと

御努力もいただいておりますが、最終的に家庭に届いた後にその管理を怠りますと、その

段階で増えないという保証はもちろんございません。ですから、当然きちんとそこは、腐

りやすいものは冷蔵庫に入れるとか早く食べるというような、あるいはその消費期限を守

るとかということは、家庭でもとっていただきたいと思います。

ただ、そこに至るまでの過程で汚染されたものを流すということは、我々がきちんと管

理をして、そういうことが起こらないようにしますので御安心いただいて、買ってきたも

のはきちんと早く消費していただきたいと思います。これは、原則中の原則、基本中の基

本だと思いますので、それはよろしくお願いしたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 今の家庭でのことにつきましては、参考配布させていただいて
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おります「安全・安心モニター」の問３の説明の方にも若干書かせていただいております

ので、御参考にごらんいただければと思います。よろしいでしょうか。

○木野村 ありがとうございました。

それから、先ほどの参事官のお話の中での遺伝子の関係ですけれども、ここでしゃべっ

ていいのかどうか分かりませんけれども、上総アカデミーのＤＮＡ研究所へハワイ大学の

教授を４人来てもらったときに、私質問したんです。ハワイでは、遺伝子組換えの食品に

対する表示はどうなっているんでしょうかという質問をしたんです。日本では原材料５品

目、加工食品30品目、これが規制の対象になっているんですけれども、その点も数は増え

ないのかと、いつか言ったことがあるんですけれども、今のところ増える予定はないよう

ですけれども、アメリカ、ハワイではそういうことで法的な規制はないというんですよ。

それで、私はその教授の顔色を見ていて、儲かることは何でもやるんだなというような感

じを受けましたんですが、諸外国、例えばＥＵ辺りはどうなっているのか、アメリカだけ

ではなくて、その辺をちょっと、この次の第２回の遺伝子の打合わせのときにでも、また

お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、今の遺伝子の件につきましては、また別件と

いうことで。

○木野村 そうですね。またの機会に。

○中山消費者情報官補佐 よろしくお願いいたします。

では、お待たせいたしました。隣のブルーのシャツの男性の方、どうぞ。

○村上 消費者団体の消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の村上と申しますが、

直接関係があるかどうかちょっと分からないんですが、先ほどキノコの話の菌床の問題が

出ましたが、昨年、天然のキノコのスギヒラタケで、腎臓疾患あるいは透析をやっている

方、そうではない方もかなりの方が亡くなっているわけですよね。それで、そのかびとい

うのもキノコの菌種との関連性はあるわけでございまして、そういう中で、スギヒラタケ

に関してその後の知見等、もしおありになりましたら。

それから、いわゆるかびというものもいろいろと変性は起きるだろうと思うんですよ。

そうすると、今まで知っていた知見だけで物事を見ていって良いのか悪いのか、そういう

ような事柄を含めて、御意見を伺わせていただければ光栄だと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

そうしましたら、最初のスギヒラタケの件なんでございますけれども、厚生労働省から
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お答えください。よろしくお願いいたします。

○松岡課長補佐 食品安全部の松岡と申します。

スギヒラタケのことですけれども、本日、かびだと思って参っていましたので、スギヒ

ラダケについて詳細な情報は、私はお持ちしておりません。それで、現在どういうふうな

状況になりますかと申し上げますと、省内で検討会を立ち上げまして、特定のグループの

方々、お年寄りであるとか病気があるとか、そういった方々について、スギヒラタケは非

常にリスクになるというような結論をある程度得たというふうに、私は伝え聞いておりま

す。それ以降の細かい点につきましては、もし御興味おありでしたら、厚生労働省に改め

てお問い合わせいただければと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

もう一点、かびも時間とともに変性、性質が変わっていくのではないかと、そういった

知見を求めるべきではないかというような御質問だったと思うんですけれども、その点に

つきましては、小西室長、いかがですか。

○小西室長 今ちょっとスギヒラタケのことで、補足をしたいと思ったことがありまして、

そのことを最初に申し上げてよろしいですか。

○中山消費者情報官補佐 分かりました。それでは先に、その補足の方をお願いいたしま

す。

○小西室長 昨年の厚生労働省の特別研究で、スギヒラタケの有害物質の探索ということ

で、国立医薬品食品衛生研究所が中心になって行った結果が、報告書になってまとまって

おりますけれども、その研究においては、農薬から、かび、それからかび毒も含めまして、

後は天然物の重金属とか、そういうものもみんな測っております。

その中で、私はかび毒を担当いたしまして測定いたしましたけれども、かびとかび毒を

担当いたしたんですが、かびに関しては、先ほどちょっと御説明しました中のフザリウム

系のかびが見られました。けれども、フザリウム属のかびというのはどこにでもあります

ので、かび毒を作らないタイプのものがほとんどです。ですので、後は主要な腎障害を起

こしそうなものとか脳症に関係しそうなものに絞って、主要な五つのかび毒に関しまして

化学分析を行ったところ、いずれも化学分析では検出できなかったという結果を得ており

まして、主要な原因とは考えられないだろうというところに行っております。

○村上 私、なぜこの質問をしたかと申しますと、スギヒラタケというのはずっと今まで

食べていたんですよ、天然のもので。これで死んだ人は一人もいなかったんですね。それ
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は、はっきり出てこない事例があるかもしれません。昨年、突然としてこういうことがあ

ったわけですよ。そういう中からすると、非常にキノコを食べている人間にとっては怖い

なと思うし、やはり天然における何か大きな変性があったのではないかと。そういう意味

で、今はかびの話ですが、かびもいつまでも状態として同じではないだろうと。異常気象

その他起きれば、今までの尺度だけで見ていてもという気がしましたので、御質問したわ

けです。どうもありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 よろしいですか。

○榊課長補佐 農林水産省の立場でも、一つスギヒラタケについては御説明といいますか、

補足させていただきますが、私ども農林水産省には、林野庁という山を管理する部署もご

ざいます。スギヒラタケはほとんど山から採ってきて食べておられたということもござい

ますので、先般、厚生労働省から、これからスギヒラタケが生える時期だということもあ

りまして、まだ原因が特定されていないということもあって、健常者も含めて摂取を控え

てくださいというようなお願いをされておりますが、きのこの見分け方がなかなか分から

ない方には、ホームページなどでもスギヒラタケの写真を載せて、これは採って食べない

ようにというような呼びかけをしております。

併せて、今お話ありましたように、スギヒラタケそのものにも、いわゆる系統と言いま

すか、例えば日本海側で生えているものと太平洋側で生えているものが、あるいは北と南

で、もしかしたら違いがあるのかどうかというようなことについては、少し科学的にキノ

コという生態の観点から、農林水産省としても少し研究としてのアプローチはしていって、

厚生労働省などで行っておられる健康影響といいますか、毒性物質の探索等と併せて、研

究成果は今後いろんなリスク管理に生かしていただければと、そういう取組を今進めてお

ります。

○中山消費者情報官補佐 村上さん、よろしいでしょうか。

○村上 はい、結構です。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、先ほどお手を挙げられていたそちらの女性の

方、もう一度お願いします。もう１回手を挙げていただけますか。

○和田 主婦連合会の和田です。

かびという非常に私たちにとっては身近な、よく知っているつもりで、今日のようなお

話を伺いますと、非常に何も知らなかったなという気がしております。それで、ぜひ消費

者に分かりやすい情報を、難しい注文かもしれませんけれども、提供していただきたい。
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先ほどお話で、県によっては一点か二点というようなことで、公表の仕方によっては県

全体が高いとか低いとか、そういうことになりかねないのでというお話でしたけれども、

やはりそこはマスコミの発表にも注意するようにお願いした上で、ぜひいろんな情報を発

表、分かりやすく手に入るようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。

先ほどの５ページ辺りの調査ですと、これは全国二百点というお話で、県で一点、二点と

いうようなことではなくて、ある程度のデータになるのではないかなと、素人考えに考え

ておりますので、その点、ぜひお願いしておきたいと思います。

それからもう一点、短く申し上げますけれども、品種の改良というようなことは、これ

は日本の高温多湿で梅雨があるということで、もうずいぶん前から品種の改良、育種とい

うことは言われておりました。なかなかまだそこまで進まないのかなと思いますけれども、

ぜひそれを進めていただきたい。私どもの立場としては、遺伝子組換えではなく、育種と

いう形でやっていただきたい。お願いしておきたいと思います。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

二点お話ございました。まず、サンプリングですとか実態調査、そういったもののデー

タなどについては、きちんと消費者にも伝えてほしい、情報を出してほしいという御要望

と、それからまた品種の改良について、遺伝子組換えでなくてと注文がつきましたけれど

も、そういったことをぜひ進めてほしいというお話だったかと思います。榊の方からお答

えいたします。

○榊課長補佐 消費者あるいは国民の皆様方に分かりやすい資料を提供する、情報を提供

するというお話で、これはもうぜひぜひ我々も心がけて進めていきたいと思いますので、

今後いろいろと工夫をしていきたいと思います。

ただ、実態調査の公表につきましてですが、先ほどの話の中でも少し御紹介申し上げま

したように、例えば小麦のデオキシニバレノールの実態調査であれば、全国で約二百点分

析はしているんですが、小麦は比較的、皆さんも御承知だと思いますが、全国でいろんな

ところで作っております。半分が北海道で作っているんですが、本州あるいは四国、九州

でもいろんなところで作っております。主に関東ですとか北九州が主産地と言われている

ところですが、それ以外のところでも、例えば中部地方でもあるいは信越地方、中国地方、

いろんなところで作っておりまして、そういう生産量にそれぞれ割り振っていきますと、

量の少ないところになりますと、どうしても県で一点とか二点というような割り振りにな
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ってきてしまうものですから、ちょっと先ほど申し上げましたように、統計的に処理がで

きない。そのデータでその地域を代表することができないというようなジレンマになって

きてしまいます。

私ども、こういう実態調査を行った後、どういう形で公表するかという基本的な考え方、

ルールにつきまして、内部でいろいろ検討しまして、そのルールを、ガイドラインとして

まとめて公表しております。これは、ホームページをごらんいただければごらんになれる

と思いますが、その中でもうたっておりますけれども、これはやはり出す場合にはきちん

と統計的に処理をして、そのデータあるいは結果が持つ意味を含めて公表する。意味をき

ちんと説明できるように公表するという大原則を立てております。できるだけ広くデータ

は提供するという基本姿勢には変わりはないんですけれども、意味のある形で出していく

ということで、ガイドラインも定めて進めております。

残念ながらそういう中には、そういう一点、二点のものを全部公表するというルールに

はなってございませんで、どうしても統計的に処理をした形で出すというふうな形で、ぜ

ひ御理解いただきたいと思います。

せっかくの機会ですので、本日は調査のサンプルを提供いただいている方々も御出席い

ただいていると思うんですが、どうしても高いデータなどが出てきてしまいますと、それ

を公表することによって市場であらぬ評判を招く、あるいは市場のイメージが悪くなると

いうような心配をされる方もいらっしゃいまして、次の年以降サンプルを提供していただ

けないというようなお話がよくございます。ただ、我々としましては全体をきちんと把握

するために、そういう調査を継続的に進めていくというのも、非常に重要視しており、そ

ういうことにも配慮した上でデータの公表というのは考えておりますので、ぜひ御理解を

いただきたいと思います。

それから、二点目の品種の話でございます。残念ながら、今日は技術会議事務局の人間

が一人もここの席には座っていないんですが、先ほどいただいたお話は、非常に力強い激

励というふうに受け止めさせていただきます。御案内かと思いますけれども、輸入してい

る麦に比べまして、実需者の方々からは、日本の国産の麦の品質は悪いとずっと言われて

おります。そういうこともありまして、我が国で我が国の消費者の皆様方に喜ばれるよう

な麦の品種をぜひ作っていきたいということで、国はもちろんのこと、都道府県の試験研

究機関の皆様方と力を合わせて、今良い品種を作るように最大限の努力をしております。

今いただいた激励の言葉を担当の方にも伝えて、よりがんばるようにと話をしておきた
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いと思います。

○中山消費者情報官補佐 和田さん、よろしいでしょうか。

そうしましたら、その後ろの男性の方、お願いいたします。

○杉山(忠) 私、富士糖蜜飼料の杉山と申します。糖蜜飼料を作っておるんですけれども、

学徒のときに黄変米のマイクロ・フローラチェンジの研究に携わったことがありますもの

ですから、本日、小西先生のお話、大変興味を持ってお聞きしたんですけれども、アスペ

ルギルスから以下５属を全部、今の安全法に対して大変消費者が神経質になっているこの

時期に、一括して「かび」という表現で、「かび毒」、「かびリスク」という表現をして

しまいますと、非常にセンセーショナルに聞こえてしまいます。私はかびの中でも、先ほ

ど先生がおっしゃられたように、日本は食品加工あるいは醸造学においては非常に有効に

かびを使っております。特に今フザリウムとかそういうように保存期間が長くなった場合、

菌数の関係から、かびに限らず非常にグラム当たりの菌数が増えれば、非常に特殊改良な

ものが出るやに当時実験感覚で持っていたものですから、その辺のところをリスクヘッジ

の立場から、余りかび毒ということが先行すると、どうも一般の方は「かびだ、かびだ」

として、かびはすべてもう何か毒性を持っているみたいな感覚を持ちますけれども、ルミ

ノロジーの関係をやっていましても、かびが働いてくれないと、炭水化物資源の少ない日

本の場合は、私は特に稲わら酪農法なんていう研究をやったことがあるんですけれども、

そういう場合に、非常にちょっと初期のかび、例えばアスペルギルスなどだと、黒点が見

えるともう「黒かびだ」というけれども、非常にかびは色の段階では、何ppmというよう

な専門的な用語でも、一般の農家の方たちには表現が分かりません。しかし、色とかああ

いったので、こういう色になると非常にリスクが大きいですよ、というような保存期間と

の関連は御指摘いただけるようにお願い申し上げたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

私ども、リスク管理機関でございますので、かび毒ということを取上げて、こういう意

見交換会をさせていただいておりますのですけれども、御懸念のように、こういったこと

を通じて、例えば消費者の方に、かびは恐ろしいものだという点だけが伝わってしまって

は困るという御懸念かと思います。

先ほどもちょっと御紹介しました「安全・安心モニター」というアンケートの中でも、

実は私ども、問２番の方で、みそやかつおぶしなど、そういった有用なかびがあるので、

こういうことを御存じですかというような質問も入れておりまして、かなりの方が「知っ
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ている」、「少し聞いたことがある」というふうなお答えをいただいている現状はありま

す。最初に小西室長の方からも、その有用なかびということについてのお話もございまし

たし、かびの見た目での判断など何か消費者の方に役立つような情報がないかということ

でございましたので、何かありましたらお話しいただきたいと思いますが。ちょっと難し

いですか。

○小西室長 見た目と、それからかび毒の産生が相関があるかということは、非常に難し

いと思います。やはり、かび毒はかび毒を作る栄養がないことには作らないし、かびもい

つもかび毒を何のために作るかということは永久の疑問になっているわけなんですが、一

番考えられることはストレスにさらされる、自分が危険にさらされるときに、周りにかび

毒を出すことによって自分の増殖を助けるということが、一番考えやすいわけで、そうい

う状態に置くということがかび毒を産生させる、増強させる要因になるのではないかとい

うことまでは分かっていますが、ではその時に色が変わるとか、変化をビジュアルに知ら

せてくれればいいんですけれども、そこまで我々の研究が至っていないのか、まだ分から

ないところが多いんですが、厚生労働省の方の研究ではなくて、農水省の方の研究では、

赤かび病の色と、それから毒素との関係ということに関して、何か研究はやっていらっし

ゃるのではないでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、その点については榊の方から。

○榊課長補佐 今お話にありましたように、赤かび病と言いますか、麦の粒が赤かび病に

かかりますと、真っ赤になったり、あるいは一部茶色くなったり、色は変わります。もち

ろん、粒の大きさも、しわしわになってしまいますので、大きさも違うんですけれども、

色で選別ですね。麦の場合は、直接消費者の方が麦の粒を買われるということは、およそ

ないのではないかなと思います。いったん製粉会社に買っていただいて、製粉会社の方で

粉にひいて、それからパンにする、うどんにするという加工工程を経るわけでして、産地

から製粉の方々に出すときに、まずいったん産地の中で選別をする。そのときに色で選別

できないかというようなことは、いろいろと研究をしております。

皆様方も御承知だと思いますけれども、お米については。今、産地でも、それから精米

して袋に詰めて売られる卸の方も、何度も色彩選別機というお米の色を一粒一粒確認して

色の付いたものをはねるというような操作をしていますが、その色彩選別機を麦にも使っ

て、赤くなったものをはねられないかというような研究を、今やっております。

ただ、小西室長からも今お話がありましたように、真っ赤だからデオキシニバレノール
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が高濃度で、余り色が付いていないから低濃度でという相関は、実は余り見られなくて、

麦の粒を真っ赤にするかびであっても、デオキシニバレノールを作らないものも中にはい

るものですから、これは非常に厄介なんですけれども、そういうものを含めて、もう赤く

なったものはできるだけはねるというようなことで、濃度と直接は関係ありませんけれど

も、赤いものははねるというような選別の技術、そういう開発の研究を今行っております。

○中山消費者情報官補佐 そういう見た目での判断というのは、研究はされているけれど

もなかなか難しいということもございますし、また、消費者の段階でそれをしていただく

というのも、今の段階ではなかなか難しいということだと本当に思います。けれども、本

日の意見交換会では、そういうかび毒の特性についてもお話をさせていただき、そもそも

かび、かび毒を生産の中に持ち込まないというような取組についても、榊の方から御説明

させていただきましたので、消費者の方もそういった情報も併せて御理解いただければと

いうふうに思います。

４時半までを予定しておりまして、そろそろお時間の方も迫っておるんですけれども、

そうしましたら、そちらの男性の方、お願いいたします。

○小西 輸入商社の小西と申します。

かび毒対策として、特にアフラトキシンなんですけれども、対策としての放射線照射と

いうのが効果があるかどうかということに関する知見をお伺いしたいのと、諸外国、アメ

リカ、ＥＵとかでは、科学的な知見からかび毒と放射線照射のリスクの比較をして、放射

線照射を認めている国が多数ありますが、今後日本においても、農薬等で諸外国の基準に

合わせてというような動きがあったように、こちらの対策に関しても、食品衛生法上の放

射線照射は認めるというような動きの検討がされる予定があるかどうか、その辺二点、お

伺いしたいんですけれども。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

放射線照射については、厚生労働省でよろしいですか。お願いいたします。

○松岡課長補佐 放射線照射の話でございます。現在のところ、食品に対する放射線照射

というのはジャガイモの芽止めのみで、ほかの食品に対する照射は認められていないとい

うことになっております。

それで、現在、それではその他の食品で殺菌もしくは消毒のために放射線照射をすると

いうことが有用であるか、有効であるかということなのでございますけれども、確かに海

外での事例といたしまして、ＥＵもしくはアメリカその他の国で、一部食品に対して照射
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を行って、殺菌、消毒を行っているということは承知しております。ただ、かび毒なんで

すけれども、そのかび自身を殺せるんですが、かび毒自体は分解できないと。放射線を当

てても分解できないというところがありますので、もし今放射線照射が使われたとしても、

その生産から貯蔵、そして消費に至るまでのそのフードチェーンの中で、かびの生育を抑

えてかび毒の産生を抑えるような措置をとらないと、やはりその放射線照射だけでの一本

やりでは、やっぱり難しいのではないかというふうに感じております。

実際、放射線照射でかび毒をどれぐらい抑えられるかどうかというような知見について

は、私の手元には現在ありませんが、一般論としてそういったことが言えるのではないか

というふうに、私は思っております。

以上でございます。

○中山消費者情報官補佐 小西さん、よろしいでしょうか。

すみません。そうしたら、もしよろしければ後お一方。そういたしましたら、一番後ろ

の男性の方お願いいたします。

○千田 神奈川の千田です。

色についてちょっとさっき話がありましたのですが、農家の立場で、よくタマネギを収

穫して軒下にぶら下げおきまして、年によって間に黒いかびらしきものができることがあ

るんですが、今の小西さんの話では、黒い汚れの原因で、かび毒の報告はないということ

なんですが、その辺で、そのタマネギのそういった黒変といいますか、薄皮の下にちょっ

と出てくる、そういったものに何か御意見ございましたら教えてください。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

タマネギに、私などもよく家庭で調理する際に、黒いのを皮と皮の間に見るんですが、

それについてでございますね。

○千田 ええ。

○中山消費者情報官補佐 ちょっとお待ちください。

小西室長は、何か知見をお持ちでしょうか。できればよろしくお願いいたします。

○小西室長 大変申しわけないんですが、タマネギに関しては、確かに先ほどスライドで

お示しいたしました食パンとか、それからピザ生地に関しての黒いかびは、これはかび毒

を作らないものであると。それは一応、同定をいたしまして、かびが何の種類でどういう

ものであるということが分かって、そのかびはかび毒を作らないということで先ほどお話

をしたんですね。食パンやパン生地などでは、ほとんどがそのかびであろうという、今ま
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での事例から考えてその確率が高いですよというお話をしたんですが、タマネギに関して

は、同じ黒い色だからといって同じかびであるとはいえないわけでありまして、もし気に

なるというかお調べされたければ、ちゃんとした分析をやっていらっしゃる機関にお願い

して、そのかびが何という種類のかびであるかということを調べられて、その後に、その

かびが今までかび毒を産生したという、それは事典、本を見れば出ているんですが、そう

いう文献調査をされて、今問題になっていらっしゃるタマネギのかびは大丈夫である、か

び毒を産生しないかびの一種であるということを証明されることをお勧めいたします。

○千田 証明はいいんだけれども、結構そういう例が多いんですよ。ですから、榊さんが

農水の方ですから、できたら個人に調べてくれというふうなことでなく、ある程度調査し

ていただければと思うんですが、よろしくお願いします。

○榊課長補佐 御要望といいますか、御意見として承りました。申し訳ございません。私

も全然知見がございません。確かにあのタマネギに黒いものをよく見ますけれども、かび

なのかどうかも含めてちょっとよく分からないものですから、ちょっと調べまして、場合

によっては、この議事録を公表するときにホームページに載せたりしますので、そこに載

せさせていただくか、あるいはまた別の方法ででもお伝えするようにいたします。いずれ

にしましても、ちょっと調べてお答えするようにいたします。（注）

○千田 どうもありがとうございます。よろしくお願いします。

（注）

タマネギの表面に付着した黒いものについて

黒かび病が原因だと考えられます。黒かび病は、黒い胞子を作るため、その胞子

がタマネギの表面に付着したものと考えられます。胞子そのものは、表面に付着し

ているだけなので、調理の際、十分洗浄すれば、落とすことができます。黒かび病

にかからないようにするためには、収穫直後の乾燥により水分を下げること、収穫・

運搬時に傷を付け

ないこと、貯蔵中の通風を良くすること等が有効であると考えられます。もし、黒

かび病にかかっている玉ねぎがあれば、１～２層の外皮への被害が多いことから、

利用する際は、これらの外皮を取り除くことが考えられます。

なお、現在のところ、黒かび病にかかった玉ねぎを食べたことによって、人体に

悪影響が出るとの研究報告は見当たりません。
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○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、予定の４時半になりました。

いろいろ御発言をいただきまして、ありがとうございます。

最後に、農産安全管理課長から、お礼も兼ねまして一言お願いいたします。

○嘉多山課長 長時間、ありがとうございました。

かび毒につきましては、まだ手をつけ始めたばかりということで、とりあえず重要なも

のから行っていくということでございます。

私の方から一つお願いなのは、やはり今日の説明の後の質疑を聞いておりましても、や

はり皆さん基準値、基準値というふうに興味を持たれるというところはあるんですが、工

業製品と違いまして、農業の生産の中で出てくるもの、例えば今日出ましたデオキシニバ

レノールも、花が咲く時期に雨の降り方がどうか、温度がどうかということで、これは毎

年違うわけでございます。農家の方も30年、40年、50年と農業をされるわけですが、多分

１年として同じ年というのはないということでございますので、基準値を守るというのは

当然大事なんですけれども、私どものように生産地での管理というものを扱う立場から申

し上げますと、やはり結果だけではなくて、その前にどういうことをどのようにしてきた

かということをきちんとチェックをするということによって、全体として安全を確保する、

リスクを下げていくという取組をせざるを得ないというところがございますので、基準値

だけに目を奪われることなく、そういう生産地での取組ということについても情報として

は提供させていただきたいと思いますので、興味を持っていただけるとありがたいという

ふうに思います。

また、私ども、先ほど食品安全のためのＧＡＰの御説明をしましたけれども、今年から

食料・農業・農村基本計画にも記述されており、できるだけ多くの農家の方に取り組んで

いただきたいということで推進をしているところでございますので、関係の皆様にもまた

いろいろとお知恵をお借りすることがございますので、そのときにはよろしくお願いをし

たいというふうに思います。

いずれにいたしましても、今日は長時間、非常に熱心に御討議をいただきまして、大変

ありがとうございました。どうも御苦労様でございました。（拍手）

○中山消費者情報官補佐 では、以上を持ちまして、食品に関するリスクコミュニケーシ

ョン（かび毒に関する意見交換会）を閉会いたします。どうもありがとうございました。

お帰りの際に、最初に申し上げたアンケートの方に、ぜひとも御協力いただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。


