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開     会 

 

○沖谷座長 予定の時間がまいりましたので、ただいまから第３回食肉の表示に関する検

討会を開催いたします。 

 

畜産部長挨拶 

 

○沖谷座長 まず、本川畜産部長から一言ご挨拶いただきたいと思います。 

○本川畜産部長 本川でございます。この前はどうもありがとうございました。 

 ３回目の検討会でございます。本日は、米国と豪州と、それから我が日本のそれぞれ牛

肉と豚肉、黒豚の関係を扱っておられる方々にお越しをいただいて、その流通なり輸出量

の実態をご説明いただいて、お聞き取りいただいてご参考に供していただければと思って

おります。 

 その後、牛肉、和牛の関係のご討議を中心に、また改めてご論議をいただければと思っ

ております。どうか活発な意見交換をしていただくようお願い申し上げまして、挨拶とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 

資料の確認 

委 員 紹 介 

 

○沖谷座長 議事の進行に先立ちまして、事務局から資料の確認と、出欠の確認をお願い

いたします。 

○牧元食肉鶏卵課長 初めに、本日配付いたしました資料につきまして、ご確認をいただ

きたいと思います。 

 配付資料一覧にございますように、資料１から６までと、参考資料１種類となっておる

ところであります。 
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 また、委員の皆様方には前回までの資料も配付しておりますので、ご確認をいただきた

いと思います。不足等がございますれば、係の者にお申しつけいただければと思います。 

 続いて、委員の出欠についてでございますけれども、本日は小田委員、惣宇利委員が所

用によりご欠席されるというご連絡をいただいているところでございます。 

 続きまして、本日の議題の１つとなっておりますが、海外での「和牛」、「黒豚」の生

産・流通実態などをご説明いただく参考人の方をお招きしておりますので、ご紹介をさせ

ていただきます。 

 まず、米国食肉輸出連合会の山庄司シニアマーケティングディレクター。 

 同じく、原田シニアディレクター。 

 続きまして、豪州食肉家畜生産者事業団、サマンサ・ジャミソン駐日代表。 

 佐藤シニアマネージャー。 

 続きまして、日本食肉輸出入協会の中根理事。 

 以上の方々を参考人としてお招きをしているところでございます。 

 なお、農林水産省側の出席者をご紹介させていただきます。 

 先ほどご挨拶をさせていただきました、本川畜産部長。 

 座長を挟みまして、釘田畜産振興課長。 

 酒井生産技術室長。 

 消費・安全局の杉浦畜水産安全管理課長。 

 表示・規格課の田中課長補佐。 

 私、食肉鶏卵課長の牧元の左側でございますが、強谷食肉需給対策室長。 

 神田課長補佐。 

 菊池課長補佐。 

 以上でございます。 
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議     事 

（１）参考人説明 

           ・米国食肉輸出連合会（ＵＳＭＥＦ） 

・豪州食肉家畜生産者事業団（ＭＬＡ） 

           ・日本食肉輸出入協会 

 

○沖谷座長 それでは議事に入りたいと思います。 

 本日はまず、前回の検討会におきましてお話ししましたとおり、議題（１）といたしま

して、海外での「和牛」、それから「黒豚」の生産・流通の実態等について、参考人の

方々からご説明をいただきたいと思います。 

 それではまず、米国食肉輸出連合会（ＵＳＭＥＦ）の山庄司さん、原田さん、よろしく

お願いいたします。 

○原田シニアディレクター ただいまご紹介いただきました、米国食肉輸出連合会の私、

原田でございます。 

 それと、山庄司もご一緒させていただきます。 

 まず本日、和牛と黒豚に関する現状から、日本への貿易も含めてお話をさせていただけ

ればと思いますが、こういった機会をいただきまして、委員各位また事務局の方々に深く

感謝する次第でございます。 

 時間が限られておりますので、こちらのスライドでかなり急ぎでお話しさせていただき

ます。 

 私ども米国食肉輸出連合会は、今から約 20 年ほど前にアメリカで発足しました、海外

での食肉の教育広報活動を主とする、いわゆるマーケティングの団体ということで発足し

たところです。 

 アメリカの農務省及びアメリカの食肉の団体、貿易、流通等に関する団体が会員となっ

ておりまして、現在、全国組織も含めましては 140 前後の団体がございます。下部組織も

含めまして、かなりすそ野の広い団体になっておるかと思います。 

 ではまず、和牛について簡単にお話をさせていただきたいと思います。アメリカへの和

牛の輸出というのは、前回の検討会でもお話しございましたように、1976 年に最初に北

海道を経由して輸入された。それから 1994 年ごろまでですが、精液も含め何度かにわた

って入っております。 
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 現在、アメリカに和牛協会というのがございますが、そこでちょっと調べていただいた

のですけども、50％以上の純血種も入れると、純血種も含め大体 5000 頭ぐらいが飼われ

ておるということでございます。 

 大半のものに関しては、特に 50％以上のものというより、一般的に飼われておるもの

に関しては、和牛とアンガスの掛合せが主だということです。 

 そこで登録制度ですけども、頭数が割と限られておるということもありまして、そんな

に広くは行われてないんですが、ここにも書かれておりますが、アメリカの和牛協会が

1990 年に設立されまして、主要な農家 130 ぐらいが会員となってあるわけですが、ここ

では基本的にＤＮＡの鑑定と、それと父親、母親型の家系をもとにした登録認証制度を実

施しております。 

 ちょっと細かくて見づらいかと思いますが、１つ例として、こういう登録用紙を使って

必要事項を記入し、団体として保管するという形で行われております。 

 そもそも和牛について、日本ではいろいろな憶測もされておるんですが、確かに当初、

アメリカに和牛を導入した段階で、一部の関係者がアメリカでも和牛はできないのかとい

うことを考えていたかもしれませんが、現在主流といいますか、考え方として広まってお

りますのが、ここにも書かれておるように、和牛の種の特性を利用して、いわゆる効率よ

く霜降りの入ったお肉を生産しようではないかということであります。 

 それと、従来のお肉に比べて歩どまりがいいこと。赤身に対する脂身の量が少ないとい

うこともあって、効果的に霜降りの得られるものの生産ができるということ。 

 そういったことから、高級品としてアメリカではすき間マーケット、俗にニッチマーケ

ティングと言われていますが、そういった形で物が流れるようになっております。 

 現在アメリカでも主要な有名レストランとか、高級志向の小売店、もちろん日本レスト

ランもそうですが、ここにも書かれておりますけれども、「Wagyu」という言葉がローマ

字であちらこちらで出ているのが現状ではないかと思います。 

 それに加えまして、和牛の総称ということで、「Kobe Beef」という名前でも流通して

おるのが現状かと思います。 

 ここに出ておりますのは、ちょっと例として拾ってきたものですが、和牛の中でも生産

農家が独自のブランドとして和牛を育てておるようなところです。 

 それから、右の一番下はニューヨークの小売とか卸を専門にやっておる企業ですが、こ

こでは「アメリカン和牛」ということで銘打って物を流しておる。 
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 ここで言われている和牛というのは、先ほどもちょっと申し上げましたが、純血種とい

いますか、50％以上の血が入っているものを前提にして売られておるということです。 

 それ以外に日本にも一部、「和牛」という名前ではないのですけども、50％以上の和牛

も入っておりました。現在は輸入の条件が非常に月齢が若いということもあって、入って

おりませんけども、以前ＢＳＥが発生する前、2003 年の暮れぐらいまでですが、年間に

数百トンベースで入っておりました。流通するにしても、「アメリカの和牛」という名称

よりも、ここにもちょっと例としてありますが、例えば「米国産の極黒牛」、「米国産の

黒牛」というような形で流通しておったというのが主たるものです。 

 大体市場での評価は、和牛のグレードで言うＡ２前後というふうに、その当時されてお

りました。 

 極めて駆け足でお話ししましたが、アメリカではまだまだ今後研究を重ねて、効率のい

い牛の生産という観点から、今、アメリカ国内におります和牛を使っていろいろ品種改良

がなされることはあるかもしれませんが、純種の和牛を育てて販売するというところまで

いくかどうか、ちょっとこれは今の流れからすると難しいのではないかと思います。 

 次に、黒豚についてお話しさせていただきます。皆さんご案内のように、俗称黒豚、バ

ークシャーですが、アメリカでは 1923 年に最初にイギリスから導入されまして、それ以

来、純種としての維持と同時に繁殖されておるわけですが、アメリカでも同様に、黒豚イ

コール、日本語的に言うと六白、イコールバークシャーという図式が成り立っておりまし

て、高級なブランド品という見方で、ここにもちょっと書いておりますが、「Black 

Hog」とか「バークシャー」という名前を出して普及しております。 

 最近ではローマ字でこういうふうに「Kurobuta」ブランドという形で、先ほどもちょっ

と申し上げましたけども、高級なホテルのレストランとか、カリフォルニアのレストラン、

またニューヨークあたりのレストラン、小売チェーン等で販売されております。 

 これは１つの例ですが、アメリカで販売されている Lobel's というニューヨークの小売

店のパンフレットですけども、ここにも「Kurobuta」ということでバークシャーですが、

これについての商品の流通が行われております。 

 これは別のアメリカのお肉の小売さんのパンフレットですが、ここは「Kurobuta」とい

うローマ字のみならず、漢字で「黒豚」まで入れているという状況でございます。 

 アメリカでのバークシャーの生産量といいますか、保有頭数はどのぐらいかということ

ですけども、現在 11 万 2000 頭を少しと超えるぐらいおります。輸出には４万 3000 頭位
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が向けられておるということです。 

 ちなみにこのデータは、今日もこの会場に傍聴しておりますけれども、アメリカバーク

シャー協会の方からいただいたデータでございます。 

 アメリカでの登録制度ですが、これは業界が今基本的に対応しておりまして、圧倒的な

頭数は今触れましたけども、いわゆる業界団体の認証が主体です。特にアメリカのバーク

シャー協会が実際、後で出てきますが、1876 年に設立されまして、それ以来品種の登録

維持を行ってきているわけですが、それ以外にも一部、企業ごとの自主証明も行われてお

ります。 

 これは代表例ということでお話しさせていただきますけども、アメリカバークシャー協

会は 1975 年に設立されまして、いわゆる品種の認定等を行っておりまして、ＤＮＡ鑑定

以外にもいろいろ彼らの方で内規を設けまして、それによっての条件に見合ったもののの

みを登録することになっています。 

 ただ、ここにも書かれておりますように、基本的に３つのポイントがありまして、当然

バークシャーであるということになった場合は 100％純種であること。 

それと農家までトレーサビリティ、いわゆる追跡ができるようになっておること。 

それと、これはアメリカ国内で行われていることですが、ＰＱＡというプログラムがご

ざいます。これは生産農家が一定の安全性品質管理の基準をクリアしないと達成できない

というシステムですが、それに合致しておることが最低条件となっています。 

では日本向けということですが、これに関しては現在も何社かの黒豚、バークシャーが

入っております。これに関しては量販店、外食で一味違った商品ということで、ここにも

書かれておりますけども、「米国産の黒豚」とか、「米国産バークシャー」という表示で

売られております。 

これには当然日本サイドでも要求されております、表示のもとになる材料といいますか、

血統証明とか、中にはＤＮＡ鑑定の実施ということ。これは日本のお客様からも要求され

ることもありますので、こういった証明書もつけた上でお売りしておるということです。 

これはちょっと見づらくて恐縮ですが、アメリカで作成された、「これは間違いなくバ

ークシャーですよ」という証明書の写しですが、ちょっと薄くてわからないですね。 

これは日本側の検査機関で、アメリカのバークシャーを検査したときの証明書ですが、

これも間違いなくバークシャーであるということが、下に文言が入っているんですけども。

そういった証明書をつけて、日本でも販売することが基本になっております。 
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日本での販売状況はここにもちょっと書かれていますけども、アメリカの snake river

という企業のパンフレットですが、こういったものを出して、さっきリーフでもありまし

たが、アメリカ産の「極黒豚」と。要するに、アメリカの黒豚ですよ。その特徴というの

はこういうことを言っていますというパンフレットを、日本の業界の関係者の方々、それ

から一部末端でもお配りしておるものです。 

これは１つ、輸出に関しての特記事項として申し上げられるかと思うんですが、流通の

途中で物の入り繰りがあってはならないということで、上の方のバーコードですが、これ

は輸出用の箱に添付されたバーコードでして、ここにも日本語で「100％バークシャー」

ということで明記しております。 

この箱に入れられて届けられたものに関して、下のステッカーの「黒豚」というのを使

いましょうということで、ペアで使うことで商品の混入といいますか、紛れないようにと

いうことの方法としてやっておるということです。 

これも別の例ですけども、量販店での表示の１つですが、黒で消してあるのは会社名が

入っておったもので消させていただいたんですが、アメリカ産の黒豚ですということで、

小さな下の四角のものが表示としてパッケージに張られておるものです。 

時間の関係で一気にお話しさせていただきましたけども、一つ申し上げることは、どち

らにしても今回の話、いろいろラベル等の話もあるでしょうが、作る側、それから買う側

の混乱があってはいけないということで、そういった意味で日本の消費者の方々のために

も、また業界の関係者のためにも十分に、かつ慎重に討議していただいて、よりよい結果

が出ることを我々も期待しております。必要に応じて我々の方も、当然のことながら情報

提供なりお手伝いは、いかようにでもさせていただく所存でございます。 

以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 続きまして、豪州食肉家畜生産者事業団（ＭＬＡ）のサマンサさん、佐藤さん、よろし

くお願いします。 

○ジャミソン駐日代表 皆様こんにちは。オーストラリアの牛肉業界を代表いたしまして、

農林水産省並びに食肉の表示に関する検討会の皆様に対しまして、本日ご説明できる機会

をいだきまして、お礼申し上げます。 

 そして農林水産省におかれましては、日本以外の国に和牛の遺伝子が存在するというこ

とを認識していただきまして、ありがたく思っております。 
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 そして、オーストラリアで生産されております和牛に関しまして、よりよい知識を得て

いただくためにご説明させていただきます。 

 まず、オーストラリアにおける和牛の生産についてご説明します。オーストラリアで飼

育されております和牛に関しましては、公に情報が余りございません。ですから、例えば

ですけれども、オーストラリアで大体何頭ぐらいの和牛が飼育されているかとか、そうい

った統計に関しましてもなかなかないというのが現状であります。 

 皆様の調査をお手伝いするという意味で、ＭＬＡ、豪州食肉家畜生産者事業団はオース

トラリアの和牛協会、それから和牛の繁殖生産者から情報を入手いたしましたので、それ

をご説明いたします。 

 まず、日本からカナダに和牛の精液が 1967 年に輸出されました。その後、生体の和牛

４頭が米国に 1976 年に輸出されました。 

 そして、その後 1993 年から 97 年にかけまして、約 200 頭の生体の純血種の和牛、雄、

雌両方が米国に輸出され、その後、米国で検疫手続を終えた和牛の精液、受精卵、それか

ら生体の和牛がオーストラリアに輸出されました。 

 そしてオーストラリアの和牛ですが、４種類の主な血統の和牛であります。それについ

て、これからご説明いたします。 

 まず第１番目、タジリあるいはタジマという品種です。その次がフジヨシ、あるいはシ

マネとして知られているものです。それからケッカータ、あるいはトットリ。 

 これらの３つの品種ですけれども、これは黒毛和牛です。 

 それから４番目、これはコウチあるいはクマモトの褐毛の和牛です。 

 最初に申し上げましたように、オーストラリアでは品種別の和牛の飼養頭数に関しまし

ての公式な記録がございません。ですから、これから申し上げます頭数は大体の数字であ

ります。 

 まず、黒毛和牛が 6000 頭から 8000 頭です。 

 それから和牛の交雑種でありますけれども、大体８万から 10 万頭です。 

 それから、オーストラリア国内における調査の結果わかりましたことですけれども、フ

ィードロットで飼養されております交雑種などを含めまして、６万 1000 頭という数字が

上がっております。 

 それから和牛はＦ１、交雑種を含めまして生体で主に日本に輸出されておりますものが

約２万 3000 頭です。 
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 オーストラリアの和牛でありますけれども、オーストラリアの温帯地域で飼育されてお

りまして、オーストラリアではクイーンズランド州、ニューサウスウェルズ州、ビクトリ

ア州と主に東の方に集中しております。 

 他の地域でも和牛が飼育されておりますけれども、今申し上げました３つの地域が主な

地域であります。 

 そして純血種の繁殖に関しましては、ほとんど人工授精、あるいは受精卵移植です。 

 そして交雑種の場合は人工授精、それから自然交配です。 

 その次にご説明いたしますのは、オーストラリアの和牛、それから和牛交雑種の流通に

関してです。 

 再度申し上げますけれども、和牛の流通に関しましても公な統計がございません。です

から、どちらの国の市場に和牛が出ているかということに関しましても大ざっぱな数字し

か入手できません。 

 ほとんどの和牛は、オーストラリアの国内市場で流通されますが、世界中の市場にも輸

出されております。 

 主な輸出市場でありますけれども、アメリカ、東南アジア、中国、香港、韓国、中東、

それから日本にも輸出しております。 

 ただ、日本へ輸出しておりますオーストラリア産牛肉の全体量から比べましたら、和牛

の輸出量は少ない量であり、また日本の牛肉とは競合はしておりません。 

 そして、オーストラリアから牛肉を輸出する場合ですけれども、オーズミートという団

体がございまして、そこのオーズミートの規格に従って、輸出の場合は表示が必要になり

ます。 

 ですから、輸出企業が日本に輸出する場合ですけれども、マーケティング上の理由で

「オーストラリア産和牛」、あるいは「和牛交雑種」と表示している企業もございますが、

大部分は「穀物肥育牛」という表示をしています。 

 生体で輸出されます和牛、それから和牛の交雑種ですけれども、生体牛を輸入した場合

ですが、日本政府が輸入する場合に輸入した生体牛を分類分けするわけですが、その分類

の中に輸入生体牛の場合は和牛、あるいは和牛交雑種という分類がございません。その場

合、オーストラリアから日本に和牛の、あるいは和牛交雑種の生体が輸入される時は、

「外国産の肉牛」という表示になります。 

 次に、オーストラリアの和牛の登録、それから管理についてご説明します。オーストラ
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リア和牛協会が、オーストラリア国内で登録されました和牛のデータベースを持っており

ます。 

 オーストラリア和牛協会は、非営利の独立した団体でありまして、半官半民という形の

ものでありまして、研究機関によってできたものです。 

 そして和牛の登録は、オーストラリア和牛協会が担当しておりまして、登録の際はその

和牛の両親のＤＮＡも調べます。そして、登録しました和牛の管理がされているわけです。 

 それから、クイーンズランド大学がそういったことを担当しておりまして、和牛がオー

ストラリア和牛協会に登録されますと、オーストラリアではＮＬＩＳ、全国家畜識別制度、

これはトレーサビリティのシステムですが、そのＮＬＩＳにリンクされるようになってお

ります。 

 最後に申し上げますけれども、和牛に関する表示、基準を日本国内でつくろうとされて

いらっしゃることに関しましてはオーストラリアは理解しておりますし、そういった動き

に対しまして敬意を表しております。 

 日本では食育が行われておりますけれども、その食育に従って、日本の消費者の皆さん

が食べていらっしゃるものに関しましてよりよく、正しく理解をする、そして正しくそう

いったことに関して教育を受けるということを進めていらっしゃいますから、それに対し

ましては私どもも同感であります。 

 ですから食育という観点から考えてみますと、和牛に関しましても、どこで、どのよう

に生産されたものかということをよりよく、また正しく理解することが必要ではないでし

ょうか。 

 そして皆様ご承知のように、和牛でありますけれども、日本だけに存在する種類の牛で

はありません。日本以外のところにも存在する品種なのです。 

 日本では原産国表示が現在行われておりますけれども、オーストラリア産の和牛に関し

ましても、例えば日本の国産牛肉に関しましては「松阪和牛」とか「山形和牛」といった

表示がされておりますので、オーストラリアの和牛に関しましても、ぜひ「オーストラリ

ア産和牛」という表示をしていただければと思います。 

 そして日本で生まれて、かつ日本で飼育されました和牛に対してのみ「和牛」という表

示を認めることになりましたら、日本の消費者の皆さんに誤解を生じさせるのではと思い

ます。 

 現在、ＪＡＳ法のもとでＪＡＳの有機農産物、あるいは有機農産物加工食品の認証が行
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われておりますし、またＪＡＳのもとで牛肉のトレーサビリティといったスタンダードも

できております。 

 そして、これは国内のもののみならず、輸入の有機農産物、あるいは輸入の牛肉に関し

ましても有機の表示、あるいはトレーサビリティが、ＪＡＳのもとで受け入れられている

わけです。 

 ですから、もし同様にＪＡＳのもとで和牛、あるいは和牛交雑種の基準、規格がつくら

れ、そして和牛、和牛交雑種の認定が行われるのであれば、オーストラリアの和牛も有機

農産物、あるいはＪＡＳのトレーサビリティの規格のもとで輸入のものが認められるのと

同様、オーストラリアの和牛も認証を受けられるのではと思うのですが。 

 もしそういった制度ができて、ＪＡＳの規格のもとでオーストラリアの和牛も和牛とし

て認証を受けられるという制度ができるということになっても、実際に和牛の認証を受け

られるオーストラリア産の和牛は非常に少ないかもしれません。 

 ただ、そういう制度ができれば、正しい情報のもとで正真正銘和牛というものが認めら

れるわけですから、これは日本、あるいはオーストラリアの和牛生産者のみならず、すべ

ての和牛生産者にとっていいことだと思います。そして、そういった規格のもとできちん

と監査を受けて、正真正銘本当の和牛というものが認められる制度ができればいいのでは

と思います。 

 そして、そういったＪＡＳの規格のもとで、生体で日本に輸入されます和牛、それから

和牛交雑種に関しましても、輸入時に分類される場合に和牛、あるいは和牛交雑種という

分類を認めていただけるようになればと思います。 

 私の日本語は十分ではないんですけれども、それでも農林水産省、それから検討会の皆

様が、「和牛」という言葉を消費者の皆さんが聞かれた場合、「和」というのは日本を意

味し、「牛」は牛を意味し、「和牛」と聞いたら「日本産の牛」という印象があることか

ら、消費者が和牛というのは日本ものではなければならないと思っていらっしゃるという

こと、その辺の懸念は私はよくわかります。 

 ただ、和牛というのはブリード、品種であるという正しい情報を、消費者の皆さんにも

わかっていただければと思います。 

 今申し上げましたことをまとめますと、オーストラリアの和牛業界から日本の農林水産

省に対しますお願いでありますけれども、和牛というのは牛の品種であり、外国で育った

ものであっても和牛という品種であるわけです。ですから日本で生まれ、日本で育ったも
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ののみ和牛というような制約を与えるべきではないというのが、オーストラリアの業界の

意見であります。 

 そしてオーストラリアの業界からのお願いは、どこで生まれ、どこで育ったものであれ、

和牛という規格に合うものであれば、「和牛」という表示を認めていただきたいと思いま

す。 

 ありがとうございました。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 最後に日本食肉輸出入協会の中根さん、よろしくお願いします。 

○中根理事 私の方は特に資料は準備しておりませんので、口頭でご説明をさせていただ

きます。 

 私の方からご説明申し上げますのは、カナダ産の黒豚の輸入に関してでございます。 

 黒豚の表示の問題が非常に複雑になった背景には、バークシャー種の血液が半分、４分

の１、極端な場合は８分の１という豚に関しましても、黒豚として販売されている時期が

あったということが、１つ背景としてあるかなと思います。 

 それが数年前に、黒豚の表示は 100％純粋なバークシャー種に限定するという定義が明

確になされまして以降、バークシャー種のＤＮＡのパターンが確立されているということ

もありまして、非常に市場は活性化したと認識しております。 

 私どものカナダのパートナーも、ブリティッシュバークシャー種の遺伝的形質を最大限

に引き出すためにはどうしたらいいかということで、現地の大学などともいろいろと研究

を重ねまして、１つ目にえさとして豆を与えるということ。普通、大麦がほとんどだと思

いますが、豆を加えて与えるということ。 

 ２つ目に母豚、あるいは子豚とも、１頭当たり 20 平方メートルから 40 平方メートルと

いう非常に広い敷地を準備いたしまして、放牧に近い形でこれを飼育するということ。 

 ３つ目に、これはあくまで天然気象条件の話ですが、カナダの土地は冬にはマイナス

40 度を下回る気温になるという極寒の地でございますので、放牧をしても有機物が少な

いということが前の放牧を可能にしたんですけれども、そういったようなこと等も通じま

して、肉質のよいバークシャー種の供給に努めてきたということでございます。 

 もちろん、純粋種の管理に関しましては事のほか気を使いまして、カナディアンバーク

シャー協会という団体にすべての農家を加盟させまして、黒豚の生産をしているというこ

とでございます。 
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 遠目で大変恐縮でございますが、これがバークシャー協会の発行するサティフケートで

ございます。こちらには毎週一定数量の頭数を肉にして積んでくるんですけども、それぞ

れのコンテナに積まれた頭数のそれぞれの豚が、どの農家から来たかということがすべて

記載してございます。 

 さらに、これを生産しているパッカーも枝肉で搬入されて、それを分割していく際に農

家ごとに生産のロットを分けまして、例えば今日の２時から３時までは農家Ａをつくった

と。そうするとその間のロットと、３時以降Ｂをつくった、４時から以降Ｄをつくったと、

それぞれの農家を部位ごとにすべてパックに記載するということをいたしております。 

 したがいましてカナダから輸出される段階では、例えばロース肉１ピースに、そのロー

ス肉はどの農家でつくられたものかということが、すべてトレースできるようなシステム

を確立いたしております。 

 この確立したことは、もちろんトレーサビリティの精神にのっとるということですけれ

ども、日本において、例えば農家Ａの肉と農家Ｂの肉はどちらの評価が高いんですかと。

農家Ａの方の評価が高いということであれば、バークシャー協会を通じてＢの農家に、カ

ナディアンバークシャーとしてのよりよいものを出すためにはどうしたらいいかというこ

とを、指導していくという面もございました。 

 そういう努力の積み重ねによりまして、カナダのバークシャーはそれなりにマーケット

で認知されてきたのかなと思っております。 

 もちろん日本へ到着しましても私どもは、先ほどもたしかＵＳＭＥＦさんの方からあっ

たと思いますが、ＤＮＡのチェックを日本の研究所で定期的に行いまして、遺伝子のパタ

ーンを確認していくという作業は、日本側もフォローアップとして行っております。 

 ちなみに私どもが輸入した肉は、どちらかというと加工品に多く使用されたと思うんで

すけれども、加工品を使われたメーカーさんに対しまして、一消費者の方は自腹でその商

品、例えば「黒豚」と書かれたハムを買ってきて、自分でＤＮＡチェックもできる研究所

へ出して、１回６万円ぐらいかかると思うんですけども、確かにこれが黒豚であるという

ことを証明した書類を、そのメーカーさんへ毎月１回送ってこられるという消費者も今、

いらっしゃいます。 

 そういう厳しい消費者の目の中にさらされつつ、ハム・ソーセージメーカーさんは黒豚

というものを生産、販売に至るまで厳しく管理されているのが現状でございます。 

 何でこのようなことを申し上げたかと申しますと、国産の農家の方々がされているのと
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同じ努力をカナダ側もしているし、日本のハム・ソーメーカーさんもしておられるという

ことで、「黒豚」という表示にただ乗りしているという言い方もあれですけれども、決し

てそういうわけではない。同じような努力をしている人々が海外にもあるということを皆

様にご理解いただくために、一部ご紹介を申し上げました。 

 ここから先は私どもからのお願いというか意見でございますけれども、バークシャーと

いうのはもともと英国原産でございまして、物の本によりますと、英国での登録が 1884

年から。その前に、種としては 1823 年にイギリスからアメリカに輸出されたと。ちなみ

に 1823 年というのは、シーボルトが日本へ来た年だそうです。 

 また、1838 年にはイギリスからカナダへ輸出されているということでございまして、

非常に歴史のある畜種であるということで、「黒豚」という表示に産地と畜種の２種類の

意味合いをもたせることに関しましては、消費者に逆にわかりにくいのではないかなとい

うことを懸念いたします。 

「黒豚」というのはあくまでバークシャー種であるということをルール化して、それに

向かってスタートしてきたビジネスもございますので、黒豚というのは改めて日本に生ま

れたものに限定しますというルール変更が、海外から見ればちょっとフェアじゃないので

はないのという受けとめ方もあるのではないかなと、そういう印象を与えかねないのでは

ないかと感じます。 

 畜種、産地、部位の３つの大切な要素が正確に、わかりやすく表示されることが消費者

の認知度を高めて、市場の活性化を促すのではないかと思います。「やっぱり日本の黒豚

がおいしいね」ということになるかもしれませんし、「意外と輸入物もいけるかもしれな

いね」という話になるかもしれませんし、それはわかりやすく正確な表示があって、消費

者の方々がご判断いただければ良いのではないかなと感じる次第でございます。 

 今後ひょっとすると、素豚を日本が輸入するという時代が来るかもしれません。そして、

世界一厳しいと言われています日本市場に向かって、真剣に努力している農家は海外にも

ございます。消費者にわかりやすくて、しかもさまざまな状況に対応できるような骨太な

システム、あるいはそういう表示の形が、長く広い観点からご検討をいただけることを願

っております。 

 輸出入協会からは以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 ３団体からご説明いただきましたけれども、説明が漏れたものについてもっと聞きたい
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とか、あるいは今までの説明にご質問があれば、ご意見の開陳は後にしていただくという

ことで、質疑だけに限って進めたいと思います。 

 どうぞ、どなたか。 

 小林委員。 

○小林委員 日本では和牛の登録についてはかなりシビアなことをやられているんですね。

それから「和牛」として表示していいというものについても、そういう証明書に基づいて

きちんとされているんですね。アメリカ、オーストラリアの登録制度の話ですが、どこま

でシビアにやられているのか。 

 それからもう１つは登録の時点ですが、日本では生まれた時点で全部把握できることに

なっているんですね。ところが聞くところによりますと、オーストラリアのホームページ

を見ますと、農家から出荷する時点からのトレーサビリティということで、その牛がいつ、

どこで生まれたのかという把握は全くできないというふうに私自身は思っているんですが、

その辺はいかがでございましょうか。 

○沖谷座長 それではアメリカから先にお願いします。 

○原田シニアディレクター 基本的にアメリカでは、Ｆ１以上のものを登録するというこ

とで団体としては動いておりますけども、現在のところ 100％まではカバーし切れており

ません。 

 純種に関しての登録はほぼ完了していると聞いておるんですけども、そこのところはち

ょっと明確にはなっておりません。 

 それからトレーサビリティに関しても、基本的に生まれた段階でというふうになってお

りますけども、若干の時間的なぶれがあることは聞いております。 

 では、そのぶれがどのぐらいかというのは、今この段階で私もデータを持っておりませ

んので、お話しすることは難しいのですけども、若干の幅があることは聞いております。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 オーストラリア。 

○ジャミソン駐日代表 まず、オーストラリアの和牛協会が和牛の登録を担当しておりま

すけれども、登録の際にＤＮＡサンプル、これは雌牛のサンプルですが、それをチェック

した上で登録いたします。 

 その際に、州の大学の方に分析に出しまして、そして大学の方で分析をして確認して、

間違いなくこのＤＮＡが和牛のものであるということが確認されまして、和牛は登録され
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るわけです。 

 オーストラリア国内でＮＬＩＳ、全国家畜識別制度という牛のトレーサビリティシステ

ム、個体識別制度ができております。オーストラリアの場合は、ちょうど私がしておりま

すイヤリングのような形で、耳にピアスのような形で穴をあけて電子タグをつけることに

なっております。ＮＬＩＳ、全国家畜識別制度は昨年７月から、法律でどうしてもしなけ

ればならないという制度になりました。 

 ただ、法律上は昨年７月から始まったわけですけれども、実際にＮＬＩＳの制度が導入

されましたのは 1990 年代後半からであり、既に任意では始まっておりました。 

 そして和牛のＤＮＡが、ＮＬＩＳ、全国家畜識別制度のトレーサビリティの番号にリン

クされております。そして、個々のデータが記録されているわけです。 

 そして和牛が生まれた時点から、すなわち和牛の誕生の日から、このデータに記録が残

されるわけです。そして誕生日、生まれた日の記録に関しましてはオーストラリアでは任

意ですけれども、和牛の生産者の場合は和牛の生まれた日もデータに入れまして、これを

ＮＬＩＳ、全国家畜識別制度、オーストラリアのトレーサビリティの制度にリンクしてお

ります。 

 牛が販売される場合、あるいは移動した場合、例えばある農場からフィードロットに移

動した場合、家畜市場に出荷された場合、あるいはと畜場に移動された場合、すべてこう

いった移動はＮＬＩＳ、全国家畜識別制度のもとできちんとデータ管理されまして、そし

て電子的にこのデータが全部記録されるわけです。 

 そして屠畜場でもＮＬＩＳ、トレーサビリティのナンバーですけれども、枝肉の方にこ

のナンバーが記録されます。そしてこれはロットベースで、ロットごとにナンバーの記録

がされております。 

 ですから、オーストラリアでこのようなトレーサビリティの制度を持っておりますので、

箱に入ったお肉をトレースバックしていこうと思えば、農場の牛の段階に戻るまでトレー

サビリティが可能であります。 

 それから先ほど申し上げましたように、ＤＮＡのサンプルで和牛の登録がされていて、

その登録がＮＬＩＳのシステムにリンクされておりますので、そういった意味でも、和牛

の場合もきちんとトレーサビリティができております。 

 これでよろしかったでしょうか。 

○小林委員 大概のことは理解しているつもりですが、要は農場から出荷される段階では
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きちんとタグがついて、そこからトレーサビリティはできると。 

 私がご質問したのは、生まれた時点で耳標がついて、個体識別でも群識別でもいいです

から識別がきちんとできて、そういうトレーサビリティなりシステムになっているんでし

ょうか、どうでしょうかというところなんですね。農場から以降についてはしっかりやら

れているのはよくわかっております。 

○ジャミソン駐日代表 私、オーストラリアの牛肉業界全体を代表して来ておりますので、

このご質問に全体としてお答えするのは難しいです。と申しますのは、オーストラリアで

はそうしなければならない、生まれた日をすぐに記録しなければならないという法律はな

いのですけれども、今朝、大きな和牛生産者と話をしました。 

 その生産者の場合ですけれども、和牛に関しましては毎日のようにきちんとモニタリン

グしておりまして、そして毎日のように記録しておりますので、和牛が生まれた場合は、

生まれた月日をきちんと正確に記録しております。 

 そして和牛の場合はもちろん、先ほど申し上げましたように、ＤＮＡサンプルチェック

もありますので、きちんと和牛であるということが認められて、それが登録、記録される

わけです。 

○沖谷座長 よろしいですか。雌雄牛というか、親牛がきちっと登録されているかどうか

ということをお聞きになりたいのではないですか。 

○小林委員 登録の精度の話なんです。精度というのは、どこまで厳密にされているかと

いうことと、農場でのトレーサビリティと申しますか、個体識別なり群識別でもいいんで

すけども、識別がきちんとできているのかどうかというところなんですね。 

 という質問の前提としては、資料の中に、「これは正確な数字ではありません」と何遍

もお断りになられたでしょう。恐らく把握できていないと思うんですよ。それができてい

れば、きちんと数字が出るんですよね。だからその辺の疑問があったものですから、そう

いうご質問をしたということでございます。 

○沖谷座長 恐らく雄牛と雌牛、子どもを産む牛がきちっと１匹ずつ登録されて、名簿が

あるかどうかということをお聞きになる。そうすれば先ほどの数字がきちっと出るはずだ

と。 

○ジャミソン駐日代表 実は今朝、オーストラリアの和牛生産者と話をしたと言いました

けれども、その人はオーストラリア和牛協会の会長です。 

 それで、この数に関しましてですけれども、その方から聞いた数字ですが、2005 年に
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登録しておりましたのが 14 万 1000 頭の和牛であります。それは種牛の雄牛、それから雌

牛で登録されたものです。 

 ただこれは 2005 年の数字でありますので、その中でもうと殺されたものもあります。 

 それから、毎年大体 700 頭ぐらい和牛が新しく生まれます。ですから、それから数字が

前後しているはずです。それで今日、先ほどご説明しましたときに詳しい数字、詳細に関

しましてはご説明しなかったわけです。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 この件についてはこれで打ち切りにします。大体理解できたと思うんですけれども。 

 他にご質問ありますでしょうか。 

 どうぞ、神田委員。 

○神田委員 米国産牛肉について、いわゆる米国和牛については今後も生産がどんどん増

加するような見通しなのか。それから、純種にするのは今のところ難しいというお話があ

ったと思いますけれども、「今のところと」おっしゃられたので、将来的には可能性があ

るというふうに見ていらっしゃるのか。そういった純種を目指す動きというか、そういっ

たことは考えているのか、動きがあるのかということを教えてください。 

○原田シニアディレクター まず最初のご質問ですけども、これは短期的には今、日本と

アメリカでの輸入のいろいろ条件がございますので、それがどう変わってくるかによって

も変わるでしょうけども。 

 あと業界として言えることは、日本のマーケットに合うものであれば、それをできるだ

けつくろうということですので、例えばＦ１の牛肉が望まれるということであれば、それ

の生産に入るということはありますけれども、それに関して業界としての１つの方向性と

して和牛を増やすというお話は、今のところございません。 

これは純血種に関しても言えることですけども、極めて一定の地域なりグループの方々

がつくっておられますが、それがいわゆる和牛純血種をそのまま商品にして全国で流す

云々ということになった場合、現実的な話として、アメリカ国内で価格が合わないんです

ね、高過ぎて。 

ですからそういったことからしても、可能性としては今の段階で申し上げるというか、

わかっている範囲で言いますと、例えば純種の和牛そのものの生産がこれから増えるかと

いうことになると、経済的な理由から極めて難しいところがあるのではないかなと思いま

す。 
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○沖谷座長 他にございますか。 

 私から１つ質問があるんですが、バークシャーについてですけれども、もとはイギリス

ですが、先ほどからアメリカンバークシャーとか、あるいはカナディアンバークシャーと

いう呼び名で出てきました。それから鹿児島のバークシャーもあるわけですけど、それぞ

れ同じ品種の中で品種内特性みたいな形で選抜されて、アメリカのバークシャーはイギリ

スのバークシャーとは違うとか、あるいはカナディアンバークシャーとはここが違うとい

うところがあるのかどうか。あるいは鹿児島のバークシャーとね。 

 この間の話では、アメリカンバークシャーはボディーというんですかね、生体の大きさ

は大きいようなという話をどなたかおっしゃっていたので、割とと体の大きいものを選抜

した結果の性質としてあらわれているのかなと思ったんですけど、どなたかアメリカの方、

日本の輸入関係の方。 

○中根理事 現在、私どもが輸入しておりますバークシャー種に関しましては、あくまで

平均ですが、大体生まれてから 28 週目で 112.7kg の生体重で、大体 110kg 前後のところ

でと畜をいたしております。 

 それが例えば、日本のサツマとかニューサツマというものと遺伝的にどう違うのか、ち

ょっとそこまで承知しておりませんが、大きさといえば大体それぐらいのところでござい

ます。 

○沖谷座長 アメリカンバークシャーはいかがですか。 

○原田シニアディレクター これは輸出向けと国内の事情もあると思いますので、我々と

しても正確な情報はわかりかねるのですが、生体として百数十キロで出荷されていること

はわかっているんですが、それ以上細かい特性は再確認してみないとちょっとわかりませ

ん。 

○沖谷座長 ということは、扱っていらっしゃる方自身が、極端に違うという違いを認識

されてないということですよね、バークシャーの群の中でイギリスだとか。ということで

すよね。 

○原田シニアディレクター そうですね。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 他にご質問。 

 先ほどのオーストラリアの和牛のところで、ＤＮＡで管理されていると。ＤＮＡで個体

識別はできますけども、これまで議論したんですが、和牛特有の遺伝子は見つかってない
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ものですから。黒豚ははっきりわかっているんですけど、できないという認識を持ってい

たんですけど、その点はいかがですか。 

○ジャミソン駐日代表 ＤＮＡサンプリングですけれども、分析する場合、和牛の血統の

確認をするわけです。それでＤＮＡの分析をするというふうに申し上げました。 

○沖谷座長 理解できました。 

 川村委員。 

○川村委員 オーストラリアの場合、大体人工授精だけのが和牛なんでしょうかね。とい

いますのは、放牧してある牛とか、そういう牧場もあるんじゃないかなと思うんですよ。 

 私のところは 100 頭規模の繁殖牛を飼っているんですけども、そこに種雄もいるんです。

そうすると、出産をきちっとその日に確認をしているとおっしゃるけど、これは実際現実

にやっているとすごく難しいんですよ。私のところは１頭の和牛の種雄をその中に入れて

いて、そしてしかも人工授精もしている。そういう形で１頭１頭の血統を、本当に細かく

神経を使わないと確認ができない状況なんですけども、本当にそういうことがロットでや

るとか、いろいろと大きな規模のところで可能なのかどうというのが大変疑問に思うとこ

ろですけども、そこら辺はいかがでしょうか。 

○ジャミソン駐日代表 まず、和牛の繁殖に関しましては３つの方法があります。フルブ

ラッドと言っておりますけれども、純血種の和牛の場合、人工授精、それから受精卵移植

の２つの方法があります。 

 その場合は、いつ受精卵移植をしたか、あるいはいつ人工授精をしたか、その日にちも

わかります。それから、いつ生まれたかということもわかります。 

 交雑種の場合ですけれども、交雑種は人工授精、それから自然交配が導入されておりま

す。その場合ですけれども、人工授精の場合はいいんですが、自然交配の場合は、確かに

何月何日に生まれたか、確実な日にちを把握するのがたやすいことではありません。 

 ただ種雄牛を、例えば１カ月雌牛のところに入れておいて、生まれる１カ月ぐらい前か

ら毎日のようにモニタリングして、生まれたときにきちんと記録をするといったことをし

ております。 

 すみません、最初の方の通訳で１カ所抜けておりました。ＮＬＩＳ、全国家畜識別制度

のもとで、どの子牛がどの母牛から生まれたかということも、きちんと番号をチェックし

てわかります。 

 それから最初に申し上げましたように、和牛でありますけれども、オーストラリアの温
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帯地域、特にクイーンズランド州、ニューサウスウェルズ州といった地域では、規模の小

さい生産者が和牛を生産しております。 

 日本と同様オーストラリアの場合も、和牛は非常に価値の高い牛であります。ですから、

非常に注意深くモニタリングをしております。 

○沖谷座長 よろしいですか。 

○本川畜産部長 米国と豪州それぞれについて純血、あるいはフルブラッドというのをど

うやって確認し、認定しておられるかを教えていただければと思うんですが。 

○沖谷座長 アメリカ。 

○原田シニアディレクター 我々が理解しているのは、過去の遺伝子とのパターンとの照

合が１つの方法ではないかということ。それと、父方、母方との血統の照合という表がご

ざいますので、それとの確認ということまでしか、ちょっとここではわからないですけど

も。 

○沖谷座長 オーストラリア。 

○ジャミソン駐日代表 私どもの科学的な知識が試されるようなんですけれども、オース

トラリアの場合、純血種かどうかというチェックの場合ですが、まず生まれた子牛のＤＮ

Ａと子牛の両親のＤＮＡを照合いたします。そして、さかのぼってオーストラリアに輸入

された一番もとの牛の血統のものであるかどうかという確認をします。 

○沖谷座長 理解できますよね。ですから、品種としての識別は世界的にまだできていな

いということはご理解していただきたいと思います。ですから、親からおじいさん、おば

あさん、ずっと先祖をたどって、そのＤＮＡをずっと皆さん持っているわけですから、

我々自身もそうですけれども。そういう何々家に生まれたという血がわかると。それを頼

りにされているということであります。 

 どうぞ。 

○秋岡委員 すみません、１つだけ。アメリカの方とオーストラリアの方に伺いたいんで

すが、ご丁寧な説明ありがとうございました。 

 お伺いしたいのは、「和牛」という日本語がアメリカとかオーストラリアで通用してい

るということですが、この資料には和牛は品種と書いてありますが、もとをただせば黒毛

和種とか褐毛和種という正式な品種名があるわけですよね。それをわざわざ日本の中で使

っていた「和牛」という名前をつけて流通するというのは、単に黒毛和種と言う以上に、

「和牛」という言葉にブランド価値というか、価値があるということなのでしょうか。 
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 もし価値があるとすれば、それは「黒毛和種」とか「褐毛和種」と表示せずに、「和

牛」と表示した方がいいと思うのは、どこからその価値は生まれてきていると思いますか

ということをお聞きしたいんですけど。 

○原田シニアディレクター 少なくとも私どもの解釈ですが、先程も「Kobe Beef」とい

うお話もしましたけれども、アメリカでは和牛はマーケティングの観点から使われている、

いわゆるブランドの１つとして扱われている傾向があるのではないかと思っています。 

 それは結局、アメリカでも日本の和牛の神話というか、そういった話が広まっているの

は事実でして、その考えにあやかって、例えばアメリカの基準で霜降りの多いものの中で、

例えば 50％以上の和牛の血が入っているものを「和牛」と呼ぼうというのが、業界での

１つの考え方として出ているということで、正直言いまして余り厳密な形での使われ方で

はないかと思っています。 

 １つにはマーケティングの手法というか、そちらの域に入っているものではないかとい

うふうに解釈しています。 

○秋岡委員 そうすると、その部分のブランド価値みたいなものは、それだけもとの黒毛

和種とかを超えて、そこに日本の生産者の努力があって、「和牛」と表示することで、単

に「黒毛和種」と書くよりも、より良いものだというふうにマーケットが認めているとい

う意味ですか。 

○原田シニアディレクター 正確に認めている云々というのは、私もわかりかねますけれ

ども、１つのイメージとしてとらえられているというか、和牛というものがおいしいもの

であるというイメージの中でこれが出てきたものであることは言えると思いますが、細か

い生産者の努力云々、認識というと、そこまでわかっているかどうかというのは、私もわ

かりかねます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 それではオーストラリアの方。 

○ジャミソン駐日代表 今の原田さんのご説明に私も同感であります。オーストラリアで

も「和牛」という名前ですけれども、マーケティングのテクニックの１つであります。 

 それからあと２点、追加でお話しします。私は日本に住んでおりますので個人的な意見

になるかもしれないですけれども、オーストラリアで、それからまた世界のどこの国でも

そうですが、特に日本製のものとなると流行のもの、トレンディーなものだというイメー

ジがあります。 
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 ですから、例えばオーストラリアなどでお寿司を食べるとかお酒を飲むというのは、非

常には流行というか、トレンディーなものなのです。 

 ですから和牛に関しましても、日本食で和牛を食べるというと非常にトレンディー、流

行のことであります。オーストラリアで和牛となりますと、トップクラスの流行を取り入

れたレストランで出されるものですから、和牛というのは１つの象徴のような形になって

きております。 

 それから、なぜ和牛がオーストラリアで広まってきたか、その本当の理由ですけれども、

オーストラリアはこれまでは牛肉といいますと、非常に赤身の多い牛肉が好まれ、食べら

れてきたわけです。しかもオーストラリアの消費者の間では、健康上の理由で脂身の少な

い赤身の牛肉を今までは食べていたんですけれども、最近は穀物肥育の霜降りの牛肉、ま

た和牛というような、霜降りがたっぷり入った牛肉がおいしいということに、気づいてき

ました。 

 ですから、オーストラリアで霜降りのおいしい牛肉が和牛であるといった認識が広まっ

てきたわけです。 

 そしてオーストラリア国内のみならず、東南アジア諸国等、いろいろなところにオース

トラリア産の和牛が輸出されるようになりました。 

○沖谷座長 それではよろしいですか。１時間半ぐらいたちましたが、いい議論をありが

とうございました。 

 まだご質問の希望があれば、次回も整理してお呼びできればと思っていますので、ここ

でひとまず、この面についてはご質問を終わりにして休憩に入りたいと思います。10 分

ぐらい休憩しまして、その後、事務局から用意してきた和牛のたたき台等についてご意見

をいただくというふうにしたいと思います。 

 あの時計で 10 分のところまでということで、よろしくお願いします。 

〔暫時休憩〕 

○沖谷座長 予定の時間が来ましたので、再開したいと思います。 

 冒頭に、先ほどのオーストラリアの説明で、通訳の内容を追加したいとおっしゃったの

で、それをまず最初にお願いします。 

○ジャミソン駐日代表 失礼いたしました。先ほど和牛のＤＮＡ分析のときに、毛をとっ

て、それをＤＮＡ分析するといったところの、「毛をとって」というのを落としてしまい

ましたので、それを訂正させていただきます。 
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○沖谷座長 もし、まだ議論が尽きない場合は、先ほどちょっと申しましたけれども、こ

ういう考えをお披露目します。 

 まだお聞きしたいことがあれば事務局の方に文書で出していただいて、その文書を持っ

て、またそれぞれの代表の方にお尋ねして回答をいただいて、それを次回にここでお披露

目すると。足を運んで説明されるほどたくさんあれば、またお呼びすることになるかもし

れませんけれども、文書でやりたいと思っていますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

（２）「和牛」の表示等について 

・資 料 説 明 

・質 疑 応 答 

 

○沖谷座長 それでは前回、「和牛」の表示についての議論が途中となっておりましたの

で、議題（２）として事務局より、和牛について資料の説明をお願いします。 

○酒井生産技術室長 それではまず資料３の、「和牛」の改良の取り組みについてを説明

したいと思います。 

 表紙をめくっていただきまして、和牛の改良の取り組みの経緯について歴史を追って、

大きく４つの時代に分けてみました。明治以前、明治、大正、そして昭和です。 

 上から明治以前でございますが、役畜として系統を維持してきた時代になります。兵庫

県や中国地方などでは、運搬や農耕用の役畜として飼養されていた和牛を、より能力の高

い雄を自然交配する形で、系統を代々維持するということを続けておりました。 

 次いで明治時代になりまして、牛肉の需要増大に伴いまして、和牛を食いつぶさないよ

うにということで、各地域で改良増殖施策を開始しております。 

 明治 33 年に農商務省が種牛改良調査会という組織を設置いたしまして、各種の性能調

査を実施しております。 

 次いで大正時代ですが、各県の事情に応じた改良が行われた時代でございます。農商務

省が大正３年に和牛に関する調査を実施し、３年後の大正６年、1917 年になりますが、

調査結果を公表した記録が図書館に残っておりました。すなわち、少なくとも今から約

90 年前には、既に「和牛」という言葉が公文書で使われていたということでございます。 

 その調査の中で米澤牛、但馬牛、岩泉牛（後の日本短角種）、阿蘇牛（後の褐毛和種）

でございますけれども、全国で約 61 品種が和牛として報告されております。 
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 その調査の資料の１ページ目を右隅の方、白い部分でございますが示しております。大

正３年の時点で和牛に関する調査ということで、和牛を特に定義もせずに用いているとい

うことからしますと、また文脈から見て、日本の固有の牛という意味で使われております。

したがいまして、それ以前から「和牛」という言葉は使われていたと思われるのですが、

残念ながらその資料を見つけることはできませんでした。 

 そして昭和に入りますが、昭和 19 年に中央農業会という組織で登録を一元的に実施す

ることにいたしまして、審議会を開催して黒毛和種、褐毛和種、無角和種を１つの固定種

とみなし得るまで改良されたものということで、品種の認定をしております。 

 戦後、昭和 23 年に全国和牛登録協会が設立され、登録事業を引き継いでおりまして、

今日まで至っているということでございます。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○牧元食肉鶏卵課長 引き続きまして、資料４のご説明をさせていただきます。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページでございます。「和牛」の表示ルールの検討

ということで、まず１枚目は前回までの議論を整理したものでございます。 

 基本的な考え方といたしましては、消費者にわかりやすい表示ルールの確立を基本とす

るという考え方で、検討を進めていくという基本的なスタンスでございます。 

 それから和牛をめぐる現状でございますけれども、今日もいろいろとご報告がございま

したが、海外で和牛の遺伝子資源を利用いたしました、ローマ字で「Wagyu」と書かれて

いるようなものの生産が増加しているわけでございます。 

 そして現在、これらの牛肉につきましては、国内で「和牛」と表示をされて流通してい

る量は少ないわけでございますけれども、非常に国内で高価格で取引をされるということ

がございますので、今後海外からこういったものの輸入が増加をする可能性はあるわけで

ございます。 

 このような中で、今日もＤＮＡ鑑定等のご議論もあったところでございますけれども、

牛肉の品種自体をＤＮＡ鑑定等で特定する方法は、現在のところまだ確立をされていない

ということでございます。 

 また海外におきましても、今日のご報告にありましたように、一定の登録制度があって、

親子関係については証明できるということもあるようでございますけれども、これらのも
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のが和牛の純粋種であることを確認できるかどうかというような観点から、我が国のよう

な血統登録とトレーサビリティの制度については確立をされていないのではないかという

ことでございまして、外国産牛肉について、和牛であるか否かということを客観的に判断

することは困難な状況でございます。 

 したがいまして、外国産牛肉が日本の和牛と同等のものということで表示をされた場合

には、品質誤認を招くおそれもあるわけでございます。 

 このような現状から、「和牛」の表示について、厳格化することが必要ではないかとい

うことでございます。 

 そして留意点といたしまして、これも前回までのご議論であったところでございますけ

れども、和牛につきましては我が国の在来種をもとに日本で造成された品種でございます。 

 また、「和」については日本をあらわす言葉でありまして、直接的に日本の牛をイメー

ジするものであるということ。 

 また、我が国では親牛の登録、子牛の登記、トレーサビリティといった各種の制度によ

りまして、国内で飼育された和牛が、「これが純粋な和牛である」ということを 100％証

明することが可能であるということでございます。 

 こういったこれまでの様々なご議論等を踏まえまして、続きまして２ページでございま

すけれども、「和牛」の表示のあり方についてということで、これまでの議論を集約いた

しますと、以下のような整理としたらどうかということでございます。 

 この枠内でございますが、黒毛和種等の品種の牛として、国内で生まれ育ったことが登

録制度、トレーサビリティ制度等により証明できるものに限って、「和牛」と表示するこ

ととしてはどうかというご提案でございます。 

 これは登録制度により、きちんと証明ができるもの、そして和牛の言葉の意味などから、

国内で生まれ育ったものであって、こういう証明ができるものというふうな整理にするの

がわかりやすいのではないかという観点からの提案でございます。 

 あわせまして、これにつきましてもこれまでのご議論、また本日はご欠席されておりま

すけれども、小田委員からのご指摘にもあったところでございますが、ローマ字で

「Wagyu」と書くもの、こういう誤認を生じさせるおそれのある同義の表示についても同

様の扱い。同様の扱いというのは上にございますような、登録制度等によりましてきちん

と証明できるものに限って表示をするという意味で、同様な扱いとするということでござ

います。 
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 また、これもいろいろとご議論ございました「黒牛」につきましては、黒毛和種との誤

認を生じさせるおそれがあるというとことでございます。黒牛にもいろいろとございます

けれども、黒毛和種以外の牛の肉に「黒牛」と表示をするような場合には、品種の組合せ

等を明示することとしてはどうかということでございます。 

 またこれも、いろいろとご議論がございました最後の点で「このほか」のところでござ

いますけれども、「和牛」と「国産牛」との違い等の表示の意味、あるいは和牛の持つ特

性等についての普及啓発を図ることが、極めて重要というご指摘でございます。 

 このため和牛統一マークの策定などとあわせまして、食肉事業者の皆様方が行うような

消費者への普及啓発の取り組みについて、積極的に支援をしていく必要があるのではない

かということでございます。 

 以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 それでは今の説明、それから先ほどの質疑がありましたけども、そういうものを踏まえ

て意見交換に入りたいと思います。 

 和牛につきましては、前回時間をかけて議論いただいておりますことから、おおむね論

点は出そろっているものと思います。 

 そこで、今説明があった取りまとめの方向について、順次各委員からご意見をいただき

たいと思います。 

 質疑のやりとりは、一通り全部終わってからにしたいと思います。お一人ずつ、このた

たき台というんですが、今の説明についてご意見を述べていただきたいと思います。 

 秋岡委員からお願いします。今の取りまとめ（案）についてです。一番最後のページで、

「和牛」の表示のあり方についてです。 

○秋岡委員 私はこれでいいと思うんですけれども、この資料で「和牛」というのが品種

であると書いてありますよね。 

 私はこれを「品種」と言ってしまうと、海外の人とやりとりするときに、ちょっと誤解

が生じやすいのかなと思います。「和牛」というのは総称で、日本における一種のブラン

ド価値を持つ言葉であるとか、「和牛」という言葉が品種であると言ってしまっていいの

かどうかというのを、今日はアメリカの方とかオーストラリアの方のお話を聞いていて、

ちょっとそう思いました。というのが感想で、方向としてはいいと思います。 

 あと、取りまとめとは関係ないですけど、和牛改良の取組みについてというのがちょっ
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とよくわからないんですが、昔言っていた和牛と今言っている和牛が、厳密な意味で同じ

和牛の流れなのかどうかというのが、先程のご説明だけだとよくわからなかったので、そ

れは今日じゃなくて結構なので、また個別に伺います。 

 歴史的に、昔は単に国産牛とか、違う意味で使っていたかと思えなくもなくて、和牛の

改良の歴史という中で、昔からずっと「和牛」という言葉があるからと入れてしまってい

いのかどうかが、ちょっと今のご説明だけだとわからなかったので、それはまた今度教え

てください。 

○沖谷座長 私の理解だと、今、外国種を入れる前の歴史の中で、入れる前、日本の中で

昔から入っていた農耕牛を在来種として固定化されていたと。それじゃ体が大きくならな

いとか、いろんな問題があったので外国種を導入したと。 

 在来種というのが今、生きた化石として残っているのが見島牛ですかね。小さい、サシ

のよく入る見島牛が、外国種を入れる前の和牛の一サンプルとして今残っていると理解し

ています。だから、もともといた牛の総称。 

 どうぞ。 

○酒井生産技術課長 すみません、一言だけ補足させてください。 

 先ほどの資料で、昭和のところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、

黒毛和種、あるいは褐毛和種、無角和種として、１つの固定種とみなせるだけ改良がされ

たということで、この時点でこの品種に統合されているということが、審議会の方で明ら

かになったということでございます。 

○沖谷座長 和牛というのが今４種の品種と、それから品種間交雑のものについての品種

グループ総称名との理解ですよね。国語的にはそうでしょう。ぜひ、だからそういうふう

に省の方も理解していただきたいと思うんですよね。何回も言っているのですが、「和

牛」という１品種はいなくて総称名なので。黒毛和種ばっかり話題にしているんですけど、

褐毛和種も大事な固定品種なので、秋岡委員の言っていらっしゃる意見は承っておきたい

と思います。 

 次、大木委員。 

○大木委員 私も基本的にはこのルール、これでよろしいと思います。 

 ただ、啓発の取り組みのところで、和牛統一のマークをこういうものにするというふう

になっていますけども、マークってたくさんいろいろありますよね。そうじゃなくて、和

牛というものがお店のコーナーのときに、登録協会がきちんとあるわけですから、そこで
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登録されたものですよというのがきちんとあるとわかりやすいのではないかと思うので、

表示をする場合啓発のところでは、そういうことも考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。いいサジェスチョンだと思います。 

 次、小笠原委員。 

○小笠原委員 今日の参考人のお話で、アメリカ、オーストラリアにも純粋の黒毛和種な

ど和牛がいるということは理解できました。表示というのは、やはり内外無差別であるべ

きだろうと思います。 

 ここは、黒毛和種等の品種であることを登録制度、トレーサビリティ制度等により、根

拠がはっきりしている場合のみ「和牛」と表示することとしてはどうかなと思います。 

 国産生産振興の効果を持たせるというニュアンスが、ちょっと強く出過ぎているのでは

ないかなと思います。表示は消費者の商品選択の目安であると考えております。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 次に沖田委員。 

○沖田委員 結論から申し上げますと、これで賛成です。いいと思います。 

 先ほどから和牛の話が出ていますけど、「和牛」とはやはり独特の呼び方ですよね。先

ほどから褐毛和種とか無角和種とか黒毛和種とかいろいろ出ていますけども、すべての品

種に「和」がついているわけですよ。これは一品種名じゃなくて、日本独特の呼び方だと

思います。 

 だからこれをなくしてしまうと結局、輸入ものと国内のすみ分けが全くなくなってしま

うわけですよね。黒豚にしてもしかりですけれども。それは独特のものとして大事にすべ

きではないのかなと思います。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 川村委員。 

○川村委員 私は基本的にこれでいいと思っております。それと、消費者にわかりやすい

表示ということからして、「和牛」と書いてあるということは、本当に日本のものである

と、消費者はほとんど思うのではないかなと私は思うんです。 

 それが、よそからのものがいろいろ入ってくるから紛らわしいという問題、そして消費
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者が、牛肉は本当にどれを食べていいかわからないということにもなるから、ここできち

んと、和牛は日本のものであるという表示をした方がいいんではないかと思います。 

 今回、表示であるから他のものの考え方は考えなくてもいいんじゃないかというご意見

もあったんですけども、農家サイドとしては和牛の歴史とか、それから和牛を飼うことに

よっての自給率の向上とか、あとは環境面をどう守っているかとか、放牧によって国土を

守るとか、そういうたくさんの意味をそこに持っているという認識を消費者にもっとアピ

ールする意味においても、「和牛」は国産に限った方がわかりやすいという気がしていま

す。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 神田委員。 

○神田委員 私も表示については再三申し上げておりますけれども、わかりやすく正確に

表示をしていただいて消費者が選ぶと。これが基本だと思っています。 

 先回も申し上げましたけれども、牛については他の商品と違って、日本国内で表示に関

していろんな条件が整えられているという中で、私は今のままでいいとは思うんですが、

今日の提案ではその厳格化をしたいということですので、厳格化をするのであれば、国内

で生まれ育ったことが証明できるものという提案の中身になっておりますが、これだけで

は厳格化が図れないのではないか。言い方はちょっと悪いんですが。 

 例えばこの前、私どものところにいろいろご説明に来ていただいたんですが、その時に

もお聞きいたしました。例えば国内産においても、放牧などにおいては父親がわからない

というような実態もあると。そういった言い方をすると、そういったものも和牛として売

られる場合があるとお聞きいたしました。 

 いつでしたか、兵庫県の調査を見たことを思い出しまして、それを見ましたらば、交雑

種を「和牛」として表示しているという報告もあったんですね。そういう国内の問題もあ

ると思ったときに、厳格さを追求するのであれば、ここの文書にありますように、黒毛和

種等の牛として国内で生まれ育ったことが登録制度、トレーサビリティ制度等により証明

できるものを「和牛」と表示できるということではなくて、国内で生まれ育ったことをカ

ットした方が、より外国にも、あるいは国内に対しても厳格化が図れるのではないかと思

います。 

 そして例えばこれを省いた場合にも、黒毛和種等の品種の牛としてこういった証明がで
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きるものということですから、両国のお話をお聞きしまして、いろいろ証明をするのには

難しいという実態があるということですから、「国内で生まれ育ったもの」という要件を

省いたとしましても、現実の問題としては国内産に限られるということだと思います。 

 ですから、あえてここでそういった内外のことを絞るような表現とか、必要性があれば

した方がいいと思いますけれども、必要性もないのではないかと思います。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 小林委員。 

○小林委員 私も原則、このペーパーに書かれていることでよろしいかと思います。 

 一番大事なのは、消費者に対する正しい情報提供ですね。そこからいくと、先ほどから

ご質問していましたように、海外で果たして登録制度がきちんと行っているのかどうか。

それからトレーサビリティを、日本みたいに個体識別で完全にできるのかどうか。この辺

からいきますと、そういうものはできない。できないから、逆にそういうことは省いても

いいという話じゃなくて、できないことをはっきり謳うべきである。そういうものは国内

で生まれ育ったものでしかあり得ませんよということを謳って、消費者に情報提供するこ

とが正しい表示ではないかなと思います。 

 １つの例として、海外でちょっとあいまいだというのは、和牛ですよと、あるいは和牛

交雑種ですよというところまではまだ許されるにしても、「Kobe Beef」だなんていう表

示をして売っていると。これは非常にけしからん話だと、私は思います。 

 ですから、そういうようなあいまいな表現のものが海外で許されると。それをそのまま

日本でも同じような形で許していいのかということで、和牛は国内で生まれ育ったものの

みというところで、それが防波堤になるんじゃないかなと思いますので、ぜひそうしてい

ただきたい。 

 「併せて」とついている中の黒牛についてですけども、これは前回も出ましたが、「黒

牛」等の表現は、和牛の黒毛和種と何を掛け合わせたものであるという表示をきちんとし

なければならないということにも、今でも基本的にはなっているんですね。ですからガイ

ドラインではそういうことを示されておりますので、もうちょっと厳しくして、省令的な

ものでそういうものを示されるのかどうか。いずれにしても現状もそういうふうになって

いるということをつけ加えておきます。 

 以上でございます。 
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○沖谷座長 ありがとうございました。 

 武田委員。 

○武田委員 原則的にはこれで私もいいと思いますが、基本的には今までおっしゃられた

とおりで、ルールを定めたら、そのルールが消費者にはっきりわかるということと、それ

ともう１つはつくり手側というんですか、生産者側が間違いのないようにしていかないと、

あいまいなことになってくると、また意図せぬ間違いを起こすということがありますから、

きちっとしたルールを決めなきゃいけない。 

 １つだけですけれども、先ほど和牛というのはブランドだと、ブランドの中の品種だと。

それは私も第１回目にお話しさせていただきましたけども、その品種というものが、もし

オーストラリアで育って生まれてきたものが黒毛和種と。では、「オーストラリアの黒毛

和種」という表現にするのかという問題が出てくると思うんです。それは許されるんです

かと。「和種」と「和牛」が非常にあいまいな表現だねということがございましたとおり

で、「黒毛和種」と書いて良いんですかということになりますね。 

 それはもちろん、今の食肉の場合の原産地表示だから、「オーストラリア産の黒毛和

種」というのがあり得るわけですかねという表現が、出てきてしまうことはありませんか

というのが１つです。 

 それともう１つ、先ほど国内で生まれ育ったという表現云々という話がありましたけど

も、国内で生まれ育ったということをつけておかないと、向こうで３カ月なりして、あと

日本で育って長く肥育したら国内産になるという。そういうところもきちっと歯どめとい

うんですかね、明確にルールが決まったんだったら、ルールに対するガイドラインをきち

っとつけておかないと、和牛は和牛で私はそれでいいと思うんですけども、それを守るた

めの生産者及び消費者のためにもわかりやすく、余り間違いの起こさないような細則的な、

ルール的なものをつくっておかないと、このままではちょっとわからないところが出てこ

ないかなという気がいたします。 

 ですから原則は賛成ですけども、そのルールに沿ったやり方を、今１つ、２つ申しまし

たが、品種とブランドというのは明確にしておかなきゃいけない。 

 もちろん、産地は現在でも書くことになっておりますし、書かなければいけないわけで

すから、では、「和種」と「和牛」というのはどう違うんですかと消費者にわかりますか

ということがありますと。 

 それから国内で生まれ育ったということが、前は３カ月ルールでしたけれども、今は肥
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育期間の長いのが産地だということが決められています。それとのかかわり合いはどうい

たしますかということが気になるところです。それだけです。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 いろいろ細目についての指摘がありました。承っておきます。 

 それでは西迫委員。 

○西迫委員 基本的には皆さんと同じ意見ですが、目的が消費者にわかりやすいというこ

とで、消費者に誤認を与えないということからすれば、和牛＝黒毛和種というような消費

者のイメージ、あるいは黒牛＝黒毛和種という認識があるということですけども、そうい

うふうな意味では２ページの真ん中に書いてある黒牛についても、このような表現をして

いくと誤認を起こさせる可能性があるのではないかということでは、和牛と同じような扱

いで、これに限っても「併せて」の上の方の「国内で生まれ育った」という解釈ができな

いのかなということを、一歩踏み込んで考えております。 

 前回大分ご議論あったとは聞いておりますが、私、前回若干遅れまして、そこの皆さん

方のご議論の内容がよくわかってなかったものですから。 

 ただ、黒牛についても黒毛和種と間違うようであれば、誤認をさせるおそれがあるので

あれば、今回和牛と同等の扱いをされるべきじゃないかなと思っております。 

 といいますのはもう１つには、今話題になっております地域商標登録制度ですね。地域

ブランドをいろいろ全国から申請されていると思うんですけれども、私のところの黒毛和

種は鹿児島黒牛という名前で、もちろん和牛なんですが、そういうようなブランド名で申

請をしております。 

 そういうことからすると、黒牛＝和牛というように消費者に認識をしていただくために

も、同じように取り扱えないかということを述べさせていただきたいと思っております。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 それでは、欠席の委員がお二方いらっしゃるんですけれども、一通り意見を出していた

だきまして、大体の方向が出てきたように思います。今、武田委員から出されたように、

これを実行する場合の細かいこと、そのあたりをどうするのかということを見せた形で、

最後の成案をつくった方が安全だと思いますので、次回に最終的な和牛の表示について議

論したいと思います。 

 それから黒牛についても今、西迫委員から、「黒牛も黒毛和種」という話が出たんです

けれども、そのことについてもちゃんと整理して最終案を出したいと思います。そういう
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ふうにさせていただきたいと思います。 

 

 

（３）「黒豚」の表示等について 

・資 料 説 明 

・質 疑 応 答 

 

○沖谷座長 ４時をめどにして閉会したいと思うんですけれども、残りの時間は黒豚のこ

とについての議論に入らせていただきたいと思います。 

 事務局より説明をお願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 資料５をお開きいただきたいと思います。黒豚の表示・流通等につ

いてでございます。 

 まず１ページでございますけれども、黒豚の表示例ということで、今日もＵＳＭＥＦな

どからもご説明があったところでございますが、私どもの方でいろいろとお店などで表示

の実態を見たところ、こういう絵があるということでございます。 

 左側は鹿児島の黒豚でございます。ただ、枠内の一番左側でございますけれども、一括

表示の中で国内の県産名であれば国産表示は省略可能でございますので、こういう形で

「鹿児島県産黒豚」といった表示がなされている。 

 また真ん中の例でございますと、「黒豚モモうすぎり（国産）」という表示で、別途

「鹿児島県産黒豚」というシールが張られているというような、かごしま黒豚によく見ら

れる表示例でございます。 

 また右側の例でございますけれども、上２つが同じ製品でございますが、「純粋黒豚

（米国産）」という一括表示がなされておりまして、別途「純粋黒豚 AMERICAN KUROBUTA 

PORK」という表示がなされているという例でありますとか、あるいはＵＳＭＥＦの方のご

紹介でもございました、「極黒豚」という表示がなされているという例。 

 また、一番右下は国産の絵でございますけれども、何も産地等も書かずに「黒豚」とい

うシールが、こういう一括表示とは別に張られているという事例もあるということでござ

います。 

 次の２ページをお開きいただきたいと思います。これは第１回目のときに少しご説明を

いたしましたが、食肉の小売品質基準という、これは大分昔につくられました農水省の局
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長通達でございまして、もともと部位の表示を規定する通達でございましたけれども、こ

れに現在黒豚の規定がございます。 

 経緯は平成９年のときに、先ほど輸出入協会の方からもちょっとお話がございましたけ

れども、黒豚の豚肉が非常に多く出回っていて、バークシャー種の生産量に対して余りに

も多いんじゃないかというご指摘がございました。 

 また、当時は余り欠点が明確でなかったものですから、バークシャーの血が少しでも入

っているもの、あるいは極端な例では、全く入っていないようなものにも「黒豚」の表示

例があったということでございます。 

 こういう事態を受けまして、真ん中のところでございますけれども、平成 10 年度に

「黒豚」の表示のあり方につきまして、今回と似たような形でございますが、関係者の皆

様からなる専門委員会が設置をされまして、定義についてまず３案つくりまして、インタ

ーネットにより意見の公募ということでございます。 

 そしてその中の案の１、「純粋バークシャー種のみを黒豚として認める」という案が、

インターネットによる意見の公募の中でも支持する声が非常に大きかったということを受

けまして、翌年平成 11 年６月に食肉小売品質基準の改正が行われまして、さらに翌年の

平成 12 年には公正競争規約の方でも、「純粋バークシャー種のみを黒豚と言う」という

ようなルールづくりが行われたところでございます。 

 続きまして３ページでございますが、これは前回にもお見せをした資料でございますけ

れども、輸入黒豚の販売実績でございまして、これは輸入の和牛とは違いまして非常に流

通実態が多いということで、今日も参考人の皆様からもお話があったところでございます

が、米国産黒豚とかカナダ産黒豚という形で、卸売業者、小売業者の中に販売実績を持た

れている方がかなりいらっしゃるということで、流通実態も米国産黒豚等についてはかな

りあるということが言えるのではないかと思います。 

 資料５は以上でございます。 

○酒井生産技術室長 続きまして、資料６をご説明したいと思います。 

 まずお開きをいただきまして、豚の登録制度でございます。基本的には前回ご説明しま

した、牛の登録制度と同じでございます。登録事業を行おうとする者は、登録規程という

ルールを定めていただいて、大臣の承認を受けるという仕組みになっております。 

 豚の登録は社団法人日本養豚協会により、バークシャーを含む純粋種６品種について、

種豚の登録と子豚の登記を行っています。 
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 また能力を証明するために、能力検定に合格した豚を登録する仕組みも別途ございます。 

 下の流れ図をごらんください。破線で上下に分かれておりますけれども、まず上側が、

種豚登録された両親から生まれた子豚が登記されているものが体型、品種の特徴などの審

査を経まして種豚として登録されます。 

 次に下側で輸入豚肉は、登録業務を行う者が適当と認める外国登録団体に登録された豚

であれば種豚登録ができます。種豚登録された豚は、主に改良の基礎に使われるというこ

とでございます。 

 頭数でございますが、括弧内の 1129 頭、輸入で 12 頭、計 1141 頭となっております。 

 これの他に肉豚について、別途黒豚の証明をする制度があるということで、次の２ペー

ジでございますが、３つの制度について併記してございます。 

 先ほどご説明をいたしました種豚登録制度、左側の列になります。 

その右側の２つの列は、肉豚の証明制度になります。真ん中の黒豚証明は、肉になる黒

豚そのものの証明でございますが、右側は黒豚を生産する農場の証明となります。 

右の２つの証明、いずれも日本養豚協会の内規に基づく制度ということで、証明の目的

でございますけれども、いずれも一部の産地において、「黒豚」と表示するための根拠と

して活用されているわけでございます。 

黒豚の生産農場と証明された農場は、すべての繋養豚がバークシャー種の血統証明豚で

構成される農場であることを証明するものとなっております。 

バークシャー種の証明、登録の頭数でございますが、種豚は先ほど申しました 1141 頭

でございますけれども、欄外下の①にありますように、推計ではございますけれども、年

間１万 8000 頭生産されておりますので、割合としては６％程度、一部ということになり

ます。 

また同様に、肉豚の黒豚証明については 8099 頭生産されているということですが、そ

の分母は 79 万 2000 頭でございますので、約１％ということで、和牛のようにほぼ全頭登

録されているという状況にはないということでございます。 

続きまして、鹿児島におきます黒豚の改良の取組みの資料でございます。後ほど沖田委

員から補足をいただければと存じますけれども、鹿児島県の養豚史という資料がございま

すが、そこからの抜粋でございます。 

明治 25 年、1892 年に、県はバークシャー種を奨励品種と定めて普及促進をしておりま

す。 
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改良に当たりまして海外の血液も必要でございますので、国、民間さらには昭和初期に

イギリスからも優良種豚を導入して改良を進めてきておられます。同様の育種手法で、昭

和 45 年まで続けられていたということです。 

昭和 46 年からは、系統造成という新しい育種手法が取り入れられております。系統と

いいますのは品種の特徴を引き出すために、７代ほどかけまして系統内で交配を重ねて、

能力が高く、性質が高い豚の１群を系統と称しております。 

昭和 46 年から開始された第１系統は、昭和 58 年に完成をいたしまして「サツマ」と命

令され、第２系統は昭和 57 年に開始され、平成３年に完成し「ニューサツマ」。さらに

は平成４年に開始された第３系統は、平成 13 年に完成して「サツマ 2001」と命名されて

います。 

いずれも系統の特性を維持しつつ増殖をいたしまして、交配して肉豚が生産されている

ということでございます。このような仕組みで、高品質で斉一性の高い黒豚が供給されて

いるということでございます。 

なお、第４系統についても既に検討を始められていると伺っております。 

次に、４ページをお開きください。鹿児島県の黒豚の認証の取組例でございます。鹿児

島県では黒豚生産者協議会が組織されておりまして、生産から処理、卸、販売に至るまで

の一連の流れの中で、紛れのないように黒豚及び黒豚肉の流通管理を徹底的にしておられ

るということでございます。 

資料の右側の囲みで、〔かごしま黒豚の証明制度〕として詳しく記載されておりますけ

れども、かごしま黒豚の証明書を販売店まで添付をいたしまして、黒豚が精肉になった段

階で、証明書に基づきまして、「黒豚証明ミニシール」を貼付して販売する仕組みとなっ

ております。 

協議会では販売店の段階で使用済みの証明書を回収して、販売量と出荷量の整合の確認

を図るという取組みをされておりますし、さらに黒豚肉のＤＮＡ検査を抜取りで実施をい

たしまして、流通管理の徹底を図っているということでございます。 

なお、この協議会で取り扱っておられる量というのは、鹿児島県の黒豚の約 43％と伺

っております。 

右下の囲みでございますが、〔「かごしま黒豚」の条件〕ということで、バークシャー

は当然でございますが、県内で生産、肥育、出荷され、原則として県内で処理をされたと。

さらに肥育後期には、サツマイモを給与しているということが条件になっていると伺って
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おります 

最後の５ページになりますけれども、黒豚等のＤＮＡ分析による識別ということで、ご

参考のために簡単に触れておきたいと思います。 

黒豚の場合は、ＤＮＡ検査は品種の特徴であります毛の色に関する遺伝子の相違を検出

する方法で行われております。 

表の上の方にＫＩＴ、ＭＣ１Ｒがあると思いますけれども、これが毛の色に関係する遺

伝子の名称になります。 

その下に、①から④ということで記号になっております。酵素の種類とかですけれども、

これは塩基配列の相違を判定する方法でございます。ここでは判定法と呼ばせていただき

ます。 

豚の種類は白系、黒系、茶系ということで左の方にありますが、毛の色で大きく分けら

れます。 

判定法の①と②の欄をご覧いただきたいと思います。白系は①も②もプラス。黒系は①

がマイナスで②がプラス。茶系は①も②もマイナスでございますので、この毛色間はこの

２つの判定法で峻別することができるということでございます。 

さらに、黒系だけを見ていただきたいんですが、判定法の③、④の判定結果を見ていた

だきますと、ハンプシャー種は③も④もマイナス。バークシャー種は③がマイナスで④が

プラス。梅山（メイシャン）豚は③が④がマイナスでございますので、黒系の３種類がこ

れで峻別ができるということでございます。 

これら４種類の判定方法を組み合わせると、目的といたしますバークシャー種の品種が

簡便にできることになります。 

以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 それでは黒豚の表示についての質疑に入りたいと思います。 

 沖田委員、追加補足ございますか。 

○沖田委員 補足と言うとおかしいんですけども、ちょっと申し上げたいことがあります。 

 かごしま黒豚の宣伝をするつもりは全くございませんけれども、先ほど黒豚のアメリカ

とかイギリスの系統の話が出ていまして、1875 年とか 1885 年という時期が出ていました

が、ここに１冊の本を持ってきました。題して「かごしま黒豚物語」。先ほど言った平成

９年、ちょうどバークシャー種に限るということをつくる頃、南日本新聞の宮路さんとい
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う記者が２年間かかって調査して、それを１年２カ月にわたって 76 部編さんして、総集

編までありました。 

 これはすべて農水省のあらゆる基本から、食肉公正取引協議会、当時の大野谷専務の名

前とか、すべてが出ています。 

 その中で出ているんですけれども、鹿児島に「黒豚」という名前ができたのは約 460 年

前ですね。いわゆるザビエルが日本に上陸したときに山川港に入港したと。ここにちょっ

と文章が出ていますけども、読んでみます。 

 「乏しい資料の中で、鹿児島本土で豚が飼われていたことを示す最も古い記録は外国人

によって書かれている。1546 年、山川港に渡航したポルトガル船の船長、アルパレスの

日記の日本報告である。そしてこの報告は 1549 年、日本に初めてキリスト教を伝えたフ

ランシスコ・ザビエルが深く関わっている。その中で、家畜に豚、羊、鶏がおり、また

人々はシカ、ウサギ、ウズラ、キジバト、キジ、カモなどを捕らえて食用とすると紹介し

ている。460 年ほど前の鹿児島で豚が家畜として飼われていて、獣肉食が行われていたこ

とを物語る」と書いています。 

 結局、豚がそのときにどこから入ってきたかというと、間違いなく中国系だということ

ですね。 

 それの次に出てくるのが、薩摩が沖縄に進攻したとき、薩摩軍 1100 隻云々ですが、

「薩摩は琉球王などを連れて凱旋。その際、珍しい品々とともに豚を持ち帰ったという。

琉球に豚が伝わったのは、これより約 200 年以上前のことらしい」。沖縄県畜産史の中に

出ているということです。 

 次に出てくるのが、鹿児島から大阪に向けて船出した船が難破して、当時 10 歳であっ

たゴンザが難破してカムチャツカ半島に漂着して、みんな殺されちゃったと。少年がたっ

た１人、結局露日辞典をつくっているんですよ、世界史上初めて。 

 その時も「豚」という字が出てきている、「塩豚」という名前で出ていると。わずか

10 歳の少年がそこまで知っていたということは、庶民の食料としてタブー視されていた

獣肉食を、鹿児島ではやっていたということが証明されるのではないかということが出て

います。 

 だからここに出てきている、明治に入ってイギリスのバークシャー種を持ってきて云々

というのは改良の一環として出てきているのであって、いわゆる 450～460 年、鹿児島の

黒豚の歴史は連綿として続いているということで、私はかごしま黒豚は鹿児島とは言わな
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いけども、日本独特の豚であると。何もおんぶにだっこでイギリス産のバークシャー種が

今まで来ているんじゃなくて、途中でこういう改良を何回もやってきたと。ここにも出て

いますけども、昭和 47 年に系統造成をやっています。 

 そこにもおもしろい記事が出ているんですよ。こういう歴史があるということを皆さん

ご存知ないと思うんですけれども。「鹿児島県は 71 年、昭和 46 年、金丸知事の決断によ

って黒豚の系統造成に乗り出した。農水省の事業に参加したのは茨城、愛知、埼玉など８

県。他県からのランドレース系統の中で、鹿児島だけが黒豚だった。当時、県の技術者た

ちが県外に出張すると他県の技師から、今時黒豚を改良してどうするのかという話が多々

聞かれた。農家に役立つのは白豚ではないのか」ということですね。 

 県内でも当時、白黒論争といって大変評判になったというのは、職員が地方に出張する

と、「あんたは白か黒か」と言われたと。そのぐらい、鹿児島で白黒論争が盛んになった

ということですね。 

 ここに出ていますけど、「それで知事も決めかねて昭和 48 年、県は国内の学識経験者

６人を招いて品種問題研究会を開催する。なぜ黒豚を残さなければならないのかの説得材

料はもはや見つからなかったと。県には策に尽き、外部の率直な意見を聞きたいと思った。

会長は豚の研究で日本の第一人者と言われた岩手大学の丹羽太左衛門先生、今は日ハムの

大社義規社長、農林水産省試験場の阿部猛夫育種部長、鹿児島大学の武富萬治郎先生、そ

れから農水省の堀力家畜改良課長、日本種豚登録協会の牧田専治専務理事。 

研究会は２年にわたって県内各地の養豚の実態を調査するとともに、消費地東京も調査

した。当時の調査で、黒豚の種雄豚は県内に 25 頭しか残っていなかったということが明

らかになった」。 

それから 20 年、30 年後、これは大社義規日本ハム社長の話ですが、「鹿児島の養豚か

ら黒豚を除いたら、産地間競争の戦略について何が残るだろうか。経済性だけで白豚を飼

っていたら日本全国一緒だ。鹿児島の豚を買う理由はなくなるじゃないか。豚に…… 

○沖谷座長 ちょっとすみません。その本があることを知っていますけれども、全部読む

と大変時間がかかるので、ダイジェストを用意されて皆さんに次回…… 

○沖田委員 そういう歴史のもとに、かごしま黒豚が改良されてきた。そして、系統豚サ

ツマをつくってニューサツマをつくって、サツマ 2001 をつくった。 

 そのサツマ 2001 をつくったときは系統豚サツマ、ニューサツマの血筋の入っていない

ものということで、サツマ 2001 はできているわけですよね。そして今度系統造成をする



- 41 - 

となった。 

 結局、時期に応じて改良がなされるというのはわかるんですけれども、ただ、量を求め

ていると品質は落ちていくよということになるんじゃないかということで、量はできなく

てもいいよということで、品質本意の改良をしようと今、なっているわけですね。 

 結局そういうことからして、私は黒豚は日本固有の財産であるよということを言いたい

わけですよ。ただ外国産オンリーでやっているんじゃなくて、日本の黒豚の歴史の方がは

るかに古いよということを言いたかったわけです。 

○沖谷座長 ええ。失礼なんですけど、学術資料もあわせて、今の資料のさらに前の話が

出てきましたんでね、その歴史についても次回までに…… 

○沖田委員 これですか。 

○沖谷座長 はい。これの以前ですよね。だから明治 25 年以前、ザビエルの時代の話に

なりましたから、牛の在来種についてももちろん隣の大陸から渡ってきた歴史があるわけ

ですけど、その辺述べなかったのですが、豚においても精査する必要があると思いますの

で、次回までに事務局側でその資料も含めてきちんと調べていただくということで、ご意

見を承っておくことにしたいと思います。 

 終了時間は４時をめどにしていたのですが、意見交換よりも今、大変貴重なご意見、か

ごしま黒豚――黒豚自身は鹿児島の固有のものであるとおっしゃる意見、一番その意を発

表したい方が説明されたので、他に皆さんまだ質問があればお受けして、それを次回まで

に調査するということにして、意見交換は次回にしたいと思います。ぜひ、今ここで発言

しておきたい、あるいはこういうことを調査していただきたいというがあれば出していた

だいて。 

 それから 13 日までの間に調査期間を見込んで、質問があればファクス、あるいは電話

等で事務局の方にお知らせいただければ対応していただきたいと思っております。 

 いかがですか。 

 どうぞ。 

○小林委員 沖田さんにお伺いしたいのですが、３ページの改良の取り組みで、明治、大

正でもバークシャー種を導入しましたよと。それから昭和初期にもイギリスから導入して

改良しましたよと。昭和後期にも同じようなことをやられている。それが第２系統をつく

るときもイギリス産の云々を導入されたと。今後についてはそのようなことをしないと品

種改良ができないというふうにお考えなのか、その辺はいかがですか。 
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○沖田委員 そうしないと品種改良ができないということにはならないと思うけれども…

… 

○沖谷座長 大変重要な意見なので、回答は次回にしていただくということにして。その

議論も最初に出たんですけど、近交係数が上がっていくという事実があるので、それにつ

いても鹿児島の方で、きちんとご意見を整理されて来られたらいいと思います。 

○武田委員 もう１つだけ調べていただきたいのは、バークシャー種、黒豚、もう１つは

六白黒豚というのがあるじゃないですか、名称としてあるのか知りませんけども。 

○沖谷座長 形状が同じのですよね。 

○武田委員 それがどういう関係があるのか、ちょっと私わからないので。 

○酒井生産技術室長 基本的には同じものですね。品種の特徴をあらわして、白いところ

が６カ所あるという意味での六白。 

○沖谷座長 バークシャーは手と足の先と鼻としっぽとが白じゃないと駄目なんですね。

バークシャー純系は必ずそれで、変なところに白いのが出てくるわけじゃなく、真っ黒も

あり得ないということ。 

○武田委員 でも、アメリカやカナダではぶちみたいなのもおりますよ。 

○沖谷座長 それはまざっているんですよ。 

○武田委員 まざっているのか。 

○沖谷座長 ということで、他にございますか。 

 どうぞ。 

○秋岡委員 済みません、ご説明にあったかもしれないんですが、「黒豚」って最初にい

つ、だれが言い出したんですか。 

○沖谷座長 それもできる限り調べます。 

 他にございますか。 

○小林委員 原田さんのところに質問ですけど、海外でブラックポークという言い回しで

売っているようなものはあるんですか。要は直訳するとブラックポークでしょう。 

○沖谷座長 さっき、ブラックホグというのがありましたよ。 

○小林委員 ホグというのは生体でしょう。 

○沖谷座長 ああ、そうか。ポーク、ミートか。 

○小林委員 ミートとしての。 

○原田シニアディレクター 直訳すると黒いお肉ということですよね。 
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○小林委員 そうそう。 

○原田シニアディレクター 聞いたことないです。 

○小林委員 これが日本独特の言い回しということになりますね。 

○原田シニアディレクター そうだと思います。 

○沖谷座長 黒豚肉ですよね。 

 他にございますか。 

 それでは、大変貴重な意見交換ができました。次回で和牛については結論を出したいと

思っております。どうもありがとうございました。 

 

（４）そ の 他 

 

○沖谷座長 次回の予定を事務局からお願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 委員の皆様方には長時間にわたりますご議論、本当にありがとうご

ざいました。 

 また、参考人の皆様方には貴重なご報告をいただきましたことに、改めましてお礼を申

し上げたいと思います。 

 次回につきましては今、座長からございましたように、11 月 13 日開催予定でございま

す。次回検討会につきましては黒豚の議論を中心に、今回宿題となりました、和牛のさら

に突っ込んだ検討も含めてお願いしたいと思います。 

 正式なご案内につきましては、改めまして事務局からご連絡を差し上げたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○沖谷座長 それでは、どうもありがとうございました。 

 

閉     会 


