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開  会 

 

○沖谷座長 それでは、予定の時刻が参りましたので、ただいまから第４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をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○本川畜産部長 第４回目でございますが、委員の皆様にはお忙しい中をお集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 前回第３回におきましては、アメリカ、オーストラリア、カナダからの輸入の実態など

もヒアリングをしていただいて、だんだんと論点が絞られてきたのではないかと思ってお

ります。本日もどうか活発なご論議をいただきまして、うまく論点が整理できますれば、

私どもとして次回にガイドラインの素案のようなものもお出しできればと思っておりま

す。 

 あと３回を予定しておりますが、何とぞ活発なご論議をいただきますようにお願い申し

上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 

資料確認及び出欠状況報告 

 

○沖谷座長 それでは、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願いたいと

思います。配付資料一覧にございますように、資料１から資料５までと、参考資料１種類
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となってございます。また、委員の先生方には前回までの資料も配付しておりますので、

よろしくお願いいたします。不足等がございますれば、係りの者にお申しつけいただけれ

ばと思います。 

 続いて委員の出欠でございますけれども、本日は小田委員が所用によりご欠席との連絡

をいただいているところでございます。 

 続きまして、農林水産省側の出席者をご紹介させていただきます。 

 ただいまご挨拶を申し上げました本川畜産部長。 

 座長を挟みまして向かって右手が釘田畜産振興課長。 

 酒井生産技術室長。 

 消費・安全局畜水産安全管理課、根岸課長補佐。 

 表示・規格課、田中課長補佐。 

 それから、私の向かって左側が、食肉鶏卵課、強谷食肉需給対策室長、神田課長補佐、

菊池課長補佐でございます。 

 以上でございます。 

 

議  事 

（１）「和牛」の表示等について 

資料説明 

 

○沖谷座長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日は、まず議題（１）「和牛」の表示のあり方について検討したいと思います。事務

局より資料の説明をお願いいたします。 

○酒井生産技術室長 それでは、まず品種の証明についてご説明を申し上げたいと思いま

す。資料３「「和牛」の表示の検討について」をお願いいたします。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページでございます。「品種の証明について」でご

ざいますが、前回検討会での米国及び豪州の肉用牛生産にかかわっておられる参考人の

方々のご説明を踏まえまして、国内の品種登録制度との対比を示したものでございます。 

 まず図の上の方ですが、国内での品種証明でございます。左上に父牛がいて下方に母牛

が描いてありますけれども、親の世代は品種及び血統を証明する書類があるということで

ございます。 
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 四角の中の二重丸のところですが、品種が確立した後のすべての登録情報、例えば代々

さかのぼれる血統情報や鼻紋、必要なものについては血液型データ、最近ではＤＮＡ型の

データが蓄積されておりまして、これらの情報によりまして品種を証明する仕組みとなっ

てございます。 

 具体的には、少し細かくなりますけれどもご説明申し上げますと、家畜改良増殖法に基

づき承認された登録制度によりまして登記・登録が実施されておりますが、子牛の審査の

際には、母と子牛を引きつけて、寄せるということですが、それで親子の確認をする。あ

るいは人工授精証明書、精液ストロー等の確認が行われております。また、母牛の確認と

して、登録証明書に記載されている鼻紋の確認が行われているということでございます。 

 受精卵移植産子については、仮腹ということでございますのでＤＮＡ検査を実施して親

子鑑定を実施するなど、登記・登録の際に疑義が生じないように未然に防止をする仕組み

となってございます。 

 また、交雑種等にありましても、家畜改良増殖法に基づく精液証明書、人工授精証明書

などにより品種の証明が可能になっているところでございます。これらの書類によりまし

て品種を証明しているということです。 

 それに対して下側ですけれども、米国及び豪州においては登録制度を任意で実施してお

りまして、一部ではＤＮＡによって親子関係を確認するというお話でございました。 

 頭数については、米国では和牛の血量が50％以上のものが1200頭ほど、豪州では純粋種

として6000～8000頭、交雑種として８～10万頭というご報告がございました。 

 これらを総合いたしますと、外国種等との交配の可能性を完全に否定できるか否か、や

や疑義が残る状況ではないかと思われます。 

 このページについてのご説明は以上でございます。 

○牧元食肉鶏卵課長 続きまして２ページをお開きいただきたいと思います。「「和牛」

表示のルールについて（案）」でございます。 

 まず一番上の黄色のところですけれども、これは前回提示をさせていただきました取り

まとめの方向ということで、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

制度等により証明でき、またトレーサビリティ制度によって確認できるものを「和牛」と

表示できることとしたらどうかという方向でございます。 

 これに対しまして前回いろいろなご質問等がございましたので、その論点について整理

したのがこのペーパーでございます。 
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 まず１つ目は、前回のご議論の際に国内に対しても厳格化が図られるのかというご議論

があったところでございますが、これはそのとおりでございまして、国内で生まれ育った

牛であっても、多頭数のまき牛により血統が証明できない場合等には「和牛」と表示でき

ないということで、厳格化を図るということでございます。 

 その下は「国産牛肉」との関係です。現在の原産地の表示のルールの中で、海外の子牛

であっても日本での肥育期間が長い場合には国産牛となるというようなルールとの関係に

ついてどう考えるかということでございますけれども、原産地表示については、ＪＡＳ法

に基づく「生鮮食品品質表示基準」に沿って表示を行うことが大原則でございます。 

 そして、国産牛肉の中で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証明・

確認できるものを「和牛」と表示できるということでございますので、逆に言えば、海外

産の子牛を輸入し、国内で肥育して国内での飼養期間が長い場合には国産牛となるわけで

すけれども、「和牛」とは表示できないという趣旨でございます。 

 続きまして、３ページをお開きいただきたいと思います。類似の表示の問題でございま

す。 

 まず、ローマ字の｢ＷＡＧＹＵ｣という表示については、同様の整理、すなわち証明・確

認できる場合に限り表示できるということで、漢字の「和牛」と同様の整理としたらどう

かということで前回ご提案したわけですけれども、関連いたしまして、例えば「黒毛和

牛」、「黒毛和種」、あるいは「褐毛和牛」、こういった表示についてはどう考えるのか

ということでございます。これにつきましては、これらそれぞれについては品種としての

意味合いはもちろんあるわけでございますけれども、和牛の方を厳格化する一方でこちら

の方を厳格化しないことはバランスも欠くわけでございますし、消費者にとってわかりや

すい表示という観点からも、「和牛」と同様の取扱い、すなわち証明・確認できる場合に

限り、「黒毛和牛」なり「黒毛和種」と表示することができるというルールとしたらどう

かという趣旨でございます。 

 それから、３ページの下のところですけれども、「黒牛」等の「黒」の表示について

は、前回のご議論の中で黒牛についても「和牛」と同様に国内で産まれ育ったものに限る

ことにできないのかというご意見もあったところですが、黒い牛につきましては、ご案内

のように黒毛和種のほかにアンガス種との掛合せ、あるいは乳用種との掛合せ等、現在い

ろいろなものが存在しておりまして、「黒牛」等には品種の明確な定義もないわけでござ

います。また、「黒牛」はもちろん日本を表す言葉でもないということもございますの
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で、これらを考えますと、「和牛」と同様、特定の品種・産地であることを定義付けるこ

とは実態からするとなかなか難しいのではないかと思うわけであります。 

 しかしながら、「黒牛」と書いたときには「黒毛和種」と誤認をしてしまうことが問題

であろうかと考えますので、「黒毛和種」以外の牛の肉に「黒」の文字を使用した表示、

「黒牛」と書くような場合には、例えば「黒毛×アンガス」とか、そういった品種の組合

せを明示するというルールをきちんと確立したらどう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。 

 

質疑応答 

 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。どなたか、ご意見がございましたら、お願いし

ます。 

 一応これまでの議論を基にして、いろいろ囲みがありますけれども、これを次のガイド

ラインのたたき台をつくるときの基にしたいというのが事務局側のまとめであります。こ

れについて議論をしていただきたいと思います。 

 神田委員。 

○神田委員 今回は２ページで「国産牛肉における表示の厳格化」を真ん中に加えていた

だいたと思いますが、このように国内も厳格化しなければならない問題があるということ

ですので、前回私が申し上げましたように、「黒毛和種」等の品種の牛として登録制度等

によって証明・確認できるもの、それを「和牛」という表示にすべきだと。国内で生まれ

育ったことにちょっとこだわるわけですけれども、登録制度等は国内で生まれ育ったこと

を証明、確認するのではなく、「黒毛和種」等の品種であることを証明し確認するものだ

と思いますので、そういう言い方をすれば国内問題も含めて黒毛和種等の品種であること

を証明するものになるのではないか。だから、これは要らないといいますか、ない方が明

確化されるのではないかと思います。それが一つです。 

 もう一つ、黄色の枠の中の冒頭に「黒毛和種等の品種の」という言い回しがございます

けれども、この間のいろいろな先生方のお話あるいは説明の中で、「和牛」は４種類とそ

のほかの和牛同士の交雑、そしてまたその和牛同士の交雑ということで、６あると聞いて
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います。でも、この議論の中で、座長さんもおっしゃったかと思いますけれども、「和

牛」というのは４種類の総称であるといったお話も同時に聞いております。ここでは「黒

毛和種等の」と短く言っているのだと思いますけれども、知的財産を守るということがそ

もそもの議論の初めだとすれば、「黒毛和種等」のところに何を含んでいるのかというあ

たりがあいまいのような気がするので、そこをご説明していただきたいと思います。 

 ほかにもあるのですが、まずこの２点をお願いします。 

○沖谷座長 国内で生まれ育った云々というのは事務局側から説明する必要はなく、皆さ

んで一緒に議論したわけですが、あえて書く必要があるのかどうか。書かなくても、登録

制度で証明できるのは実際には日本で生まれ育ったものだけしかいないからという印象な

のですが、神田委員の発言は言葉が二重に書いてあるというふうに聞こえるのですけれど

も、このあたりはどうですか。最初にこちらの話について皆さんのご意見を聞きたいと思

います。くどいという感じなのでしょうか。 

○神田委員 生まれ育ったことを証明するというよりも、その品種であることが証明でき

ればいいというのが一番わかりやすいのではないかというのが私の意見です。言い回しが

うまくできないのですが。 

○小林委員 先だってオーストラリアの方から、海外でもある程度の証明はできますよ、

そういう機関がありますよという話がありました。でも、現状では非常にあいまいな形で

そういうものが流通している。ですから、言われることとすれば、例えば海外でも同じよ

うな登録ができた場合には、それを「和牛」として認めるという話にもなりかねないの

で、それははっきりした方がいいと思います。 

○神田委員 第２回検討会の時に、部長さんの方から海外のものでもしっかりとしたもの

として証明ができるのであれば表示をしてもらってもいいということがあったような気が

したので、なおさら私もそういうふうに思っているんです。別に海外のものに緩くしろと

いう意味で言っているのではなくて、何を証明するのかということを文章的にはっきりし

た方がいいのではないかという意味です。ですから、今までの議論を踏まえて、こういう

意見になっているということです。 

○沖谷座長 どうですか。完全に水際で全部押さえられる保証は必ずしもないと聞いてお

りますので、万が一のケースというのは、純系が向こうで育って、こっちへ入ってくると

いいますか……。証明の手段の問題になりますけれども、行った時の戸籍があるとなかな

か排除することができないような気がしますので、私としては、以前の経過、渡っていっ
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てしまったときのことがあるものですから、それも含めて今回はあえてしつこく書く方が

いいのではないかと思っているんです。外国に対していささか欲張りのような感じがしま

すけれども、完全に漏れないという保証はないような気がします。 

 惣宇利さん、どうぞ。 

○惣宇利委員 前回は欠席したのですが、確かに屋上屋を架した表現になっているような

気がしますけれども、例えばオーストラリアとかアメリカで「和牛」に匹敵するという形

でもし議論があるとするならば、ある意味、証明はオーストラリアやアメリカにやってい

ただくことになるのではないかと思うのです。そういう暁になった場合に初めて考えても

いいのではないか。だから、表現としてはこれで妥当ではないかと個人的には思います。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 秋岡委員、どうぞ。 

○秋岡委員 私も、くどいようでも、これでいいかなと思います。その理由は、私などは

何度かこういう会議に出させていただいているので、品種がポイントなんだなとか、牛と

いうのは生まれた場所と育った場所が違うのだなとか、そういうポイントがわかっている

ので、これはこの意味も含むということがわかるのですけれども、一般の方は繁殖牛と肥

育牛もご存じないといいますか、そういう方が私の周りには結構多いので、そう思うと、

生まれた所と育った所と品種が証明できて、なおかつそれが最後の切り身になったところ

まで本当にそれだと確認できることが一つ一つの牛を見るときのポイントですよというこ

とをはっきり入れておいた方が……。逆に、このページの下にあるような外国で育ったも

のとはどう違うのですかとか、ほかのいろいろなものができてきたときに、この問題に限

らず、ポイントをこうやって示していった方がかえっていいのかなと、そんな気がしま

す。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 ほかに、この問題についていかがですか。 

 神田委員の発言は前から記憶にあるのですが、大方の意見は原案どおりという方向なの

で、次のガイドラインのたたき台はこれで作る方向にしてはいかがでしょうか。神田委員

の意見に私も賛成するところがあるのですけれども、必ずしも全員が日本の云々という形

で議論をしたのではないということは議論の経過としてガイドラインと一緒に公開すると

いいますか、最後は多数決でやっていくつもりなので、議論の経過をきちんと書くという

ことでまとめたいと思うのですけれども、よろしいですか。 
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○神田委員 それと「等」の説明を……。 

○沖谷座長 それでは「等」についてお願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 「等」の中身でございますけれども、現在の「和牛」の定義が、黒

毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種とこれらの品種間の交配による交雑種、さらに

今申し上げました４品種の品種間の交配による交雑種とさらにこれらの黒毛和種等との交

雑種という定義になっておりますので、ここにございます「黒毛和種等」の中身は、今申

し上げました褐毛和種以下の褐毛、日本短角、無角、それから交雑種等ということでござ

います。 

○沖谷座長 ありがとうございます。 

 本来純血の４品種が和牛グループの総称名ですけれども、ＢＳＥのトレーサビリティ法

ができたときの法律の中に和牛間交雑というのが入って、法律としてできています。その

ときの法律について、私は全然関与していないので、どういう議論で和牛間交雑が入った

のか。褐と黒を掛けたものも本来は純系ではないのですけれども、交雑和牛といいます

か、そういうものも「和牛」という表示をとられた。経緯はちょっとわからないのですけ

れども、法律はそうなっています。今の定義はそれをおっしゃったのではないですか。 

○牧元食肉鶏卵課長 そうです。現在の定義でございます。 

○神田委員 わかりました。では、一言だけ。 

 先ほどのお話は、国内にこだわるのは万が一純系でないものが入ってきたりすることが

あるかもしれないというお話でしたね。そのこととの関係で言うと、これまでの説明の中

で、技術的な問題としてＤＮＡ鑑定が海外のものと交雑のものが峻別できるとは限らない

というようなお話があったような気がするのです。そうすると、一方では純系を守る意味

で国内で生まれ育ったことにこだわって決めていく中で、もう一方で「等」の中には必ず

しも純系と言いにくいかもしれない部分が混じってくることのギャップを感じたんです。

そういう意味で質問と意見を申し上げました。 

○沖谷座長 どうぞ。 

○牧元食肉鶏卵課長 交雑種についてのご質問でございます。確かに純系ではないわけで

すけれども、交雑種の血統自体はきちんと証明ができるものでございますので、この関係

については担当の方からご説明をしたいと思います。 

○酒井生産技術室長 交雑種の血縁についてどのように確認をしているかということでご

ざいます。先ほども少し触れましたけれども、繁殖の用に供されている親牛を明らかにす
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る書類としては、家畜改良増殖法に基づいて、種付証明書、精液証明書、あるいは受精卵

移植証明書を資格を持った者が発行するという仕組みになっておりますので、それを確認

すれば血縁関係は確認が可能だということでございます。交雑の交雑という話をご心配だ

ろうと思うのですが、例えば褐毛和種と黒毛和種の交雑、主な和牛間の交雑の組み合わせ

ですけれども、これについては血統の証明書が発行できるような仕組みになっております

ので、それに基づいて確認をしていけば十分血縁を確認できる状況にあるということでご

ざいます。 

○沖谷座長 ご心配はわかるんですよ。いっぱい掛けたときに６分の１か８分の１ぐらい

は他の品種が混じってもわからないのではないかと、その心配ですね。だから、これを書

くときには、交雑種については慎重な記載があった方がいいようにと思います。ご心配の

とおりだと思います。 

○神田委員 心配というよりも、この議論にギャップを感じるということです。 

○沖谷座長 武田委員、どうぞ。 

○武田委員 そういう具体的な表示の問題で私がちょっと気にしていますのは、今の食肉

公正競争規約の規定の中で、４種については品種の表示は任意だと書いていますね。黒毛

和種や褐毛や短角等については品種としての表示は任意としているわけです。ところが、

交雑の場合については品種を併記しなければならないという規定になっているわけです。

これは今後どうされるんですか。「和牛」と書けば品種を書かなくていいと、そういう方

向ですか。その辺はまだ明確にならないということですか。これからの検討課題ですか。 

○沖谷座長 ガイドラインの表示ではそうです。 

○武田委員 ええ、ガイドラインとしては。 

 基本的には「和牛」と書いて、括弧として品種も書くとか、そういう流れでしょうか。

どうでしょうか。 

○牧元食肉鶏卵課長 まず、現在のルールは、「和牛」と書く場合には先ほど来ご説明し

ているように「黒毛和種等の品種又はその交雑種」というのがルールになっております。

ただ、「和牛」と書く場合に品種を書きなさいというルールにはなっていないわけでござ

います。今回についても基本的には「和牛」の表示のルールを今ご議論いただいたような

形でまとめたいと思いますけれども、さらに具体的に「黒毛和種」という品種名まで全部

書きなさいというところの整理までは今のところ想定していないわけでございます。また

ガイドラインのときにご議論いただきたいと思います。 



- 10 - 

○沖谷座長 小林委員、いかがですか。 

○小林委員 今の課長の説明は恐らくこういう話になると思うのです。単純な和牛４種類

については「和牛」として表示していいと。それから、和牛間交雑種については品種を書

きなさいということでしょうから、それはそのまま生きるという話になろうかと思うので

す。牛肉トレーサビリティ法そのものの議論の初めのときに、和牛間交雑種については、

表示としては「和牛」とは言えない、「和牛間交雑種」と書きなさいと。しかし、我々流

通をやっている者からいきますと、何で和牛と和牛を掛けて和牛にならないのだと、こう

いう議論なんです。あの法律が畜種と一緒で、そういう形で区分していますから、そうせ

ざるを得ない。だから初めは「和牛間交雑種」ということだけだった。「和牛」という表

示はできなかった。「和牛」と書く場合、その品種が和牛間交雑種であるならば括弧して

その品種を書きなさいという話なので、恐らく方向としてはそういう方向でやっていかな

ければいけないと思います。これはここでの議論の話ではないかもしれませんが。 

○神田委員 関係があるかどうか、わからないのですが、３ページの上の水色の枠の２つ

目のポツの意味がわからないので、質問です。こういう種類があって、最後に「「和牛」

と同様の取扱いとしてはどうか。」とありますが、この「「和牛」と同様の」というの

は、「和牛」というのはこういう品種も含めて「和牛」と言っていたのかなと思ってちょ

っとこんがらがっているんですけれども、「「和牛」と同様の」というのは先ほどの黄色

の枠の中の定義という意味ですか。それとも表示のところとかかわっての「同様」なの

か。この意味をもう一度教えていただけますでしょうか。理解の仕方がわからないので。 

○牧元食肉鶏卵課長 表現ぶりが不明確で恐縮でございます。「同様の取扱い」の意味

は、黄色いところと申しましょうか、国内で生まれ育ったということがきちんと証明・確

認できる場合に限るという意味でございます。そういう意味での「同様の取扱い」という

趣旨でございます。 

○沖谷座長 「和牛」と書くかわりに、もっと詳しく品種名を書いたということですね。

全部日本で生まれ育って云々というところで。 

○牧元食肉鶏卵課長 若干補足いたしますと、今回の整理は、例えば豪州産和牛を認めな

いのと同様に豪州産黒毛和種についても認めない、そういうルールにしたいという趣旨で

ございます。 

○沖谷座長 これで書いてもらえばすぐわかるんですけれども、「和牛」と書かれて純系

で品種が書いてないと、４種の中のどれかしらと。サシが入っているものはわかりますけ
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れども、短角と無角は区別がつくのかどうか、それは食べてみなければわからないという

感じもあるので、「和牛」の後ろに括弧で品種名を書いたらどうかというのが私の意見で

す。しかし、ガイドラインはそこまでやっていないからという意見で、原案としてはずっ

とそうおっしゃっているのですけれども、それについては「書くことが望ましい」くらい

のガイドラインであってもいいのではないか。その辺でご意見を出していただきたいんで

す。「書くべき」とするのか。 

○小林委員 表示についてはいろいろな問題があるんです。今、スーパー等でパックのラ

ベルに表示するという話ですね。ただ、ラベル一つをつくるソフト開発をするにも非常に

コストがかかる。トレーサビリティの時に皆さんが苦労してやられたわけですけれども、

個体識別番号を表示した。その他にいろいろな情報を本当は出したいのですけれども、ガ

イドラインでそういう形にすべきだと言うとそっちの方向に進みますから、消費者はどこ

までの情報が欲しいのか、どういうものなら混乱なく商品の選択ができるのか、そしても

う一つはコストも含め流通業者が負っている技術的な制約がありますので、その辺は総合

的に議論していかないといけないと思います。 

 この前もちょっとお話ししましたけれども、品種名よりは、「しゃぶしゃぶ用」とか、

本当は用途名を書きたいんですよ。それは法的な議論になっていないけれども、消費者は

そういう情報が必要としているから、そういう情報を表示しながら売っているわけです。

それと同じようなレベルで果たして品種を載せていくべきかどうかというのは、私は否定

的な見解です。品種のところまで行ってしまいますと肉のほかの部面に普遍してきますか

ら、豚の品種はどういうふうに表すのかと。今はほとんど三元の交配豚になっています

ね。そうすると、これとこれを交雑したものに、またさらにこれを掛けて作ったものです

よと。これは食肉全般、同じようなレベルで考えなければいけませんから、その議論はこ

の場ではしない方がよろしいのではないか。 

 それから、私はさっきちょっと限定的なことを言いましたけれども、和牛間交雑種につ

いて品種を書きましょうということについても、後で公取協の表示の委員会等でいろいろ

議論していかなければいけないのではないかというふうに私は思っています。 

 問題提起はしていないのですけれども、このとおり和牛は日本で生まれ育ったものであ

るということだと、例えば「国産牛」と書かなくていいのかどうかという議論も一つある

わけです。 

○沖谷座長 ありますね。 
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○小林委員 チェーンストアのラベルとかなんとかという政策面では書かない方がありが

たい話だけれども、そうしてよいかということについては役所の表示・規格課の話もある

でしょうし、公正取引委員会さんの意見も聞かなくてはいけませんから、先ほどは確定的

なことを言いましたけれども、それは後の論議に回すということの方がよろしいのではな

いかと思います。 

○沖谷座長 ここではなくてということですか。 

○小林委員 ある程度の議論はしていただいて結構ですけれども、確定的なことは言えな

いのではないかと思います。 

○沖谷座長 では、神田委員。 

○神田委員 品種のことについて書くとすると食肉全般に影響があるというお話だったと

思うのですけれども、「和牛」については私たちにしてみると高級品の部類のお肉なわけ

です。ですから、そこでは品種なり何なり、必要な情報はきちんと出していくことを基本

にしてほしいと思います。 

 もう一つ、考え方として現在表示していることを後退させないでほしいということがあ

りますので、考えていく上で、その２つをお願いしたいと思います。 

○沖谷座長 小笠原委員、どうぞ。 

○小笠原委員 「和牛」の表示の件は、小林委員が言っていることと同じですけれども、

活字で見た方が各委員はわかりやすいと思いますので、申し上げたいと思います。 

 お手元にファイルがあると思いますが、これで第２回の資料をご覧いただきますと、参

考２として「お肉の表示 ハンドブック」があると思います。これを２枚めくっていただ

きますと、６ページに「規約」とあって、「（小売業者における不当表示の禁止） 第４

条」、それから右側の施行規則の第10条がありますね。左側の（４）で「施行規則で定め

る品種以外の牛の肉を「和牛」の肉と表示すること又は「和牛」の肉であると誤認される

おそれがある表示をすること」とあります。そして、右側の第10条第２項では「規約第４

条第４号の施行規則で定める品種」とは、次の６種に限るものとする。」ということで、

(１)黒毛和種、（２）褐毛和種、(３)日本短角種、(４)無角和種、そして(５)として

「(１)～(４)の品種間の交配による交雑種｣、(６)として｢(１)～(５)の交配による交雑

種」とありまして、３で「前項第５号又は第６号に掲げる品種の牛の肉を「和牛」と表示

する場合にあっては、「和牛間交雑種」と併記し、又は品種の組合せを併記するものとす

る。品種の組合せを併記する場合にあっては、」云々とありますので、結局、(１)の黒毛
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和種、(２)褐毛和種、(３)日本短角種、(４)無角和種は「和牛」だけの表示でいいという

ことではないかと理解しているのですけれども、それと違いますか。小林委員、現行はそ

うなっていますよね。 

○小林委員 そうです。 

○小笠原委員 要するに小林委員と同じことを言っているのですけれども、活字で見た方

がわかりやすいと思って申し上げました。 

○沖谷座長 これは、表示の根拠として書くわけではなくて、書く人が根拠として持って

いるということですね。表示は「和牛」だけでよい。 

○小笠原委員 そうです。(１)から(４)は「和牛」だけでいいということです。 

○沖谷座長 品種は表示を見てもわからないですね。大抵は書いてありますけれども、褐

毛と黒毛であることがはっきり認識するには、聞かなければわからない。あるいはトレー

サビリティでやるということで、私たちが研究に使うときにどうしても知りたいときは番

号を調べて見ています。 

 先ほどもありましたけれども、牛の品種間の食味特性はものすごく違うんです。豚の比

ではない。後で「黒豚」が出ますけれども、黒豚と一般の三元交配は消費者もかなり食べ

続けると認識できるのですけれども、豚の交配種は同じ銘柄をよっぽど食べ続けないと記

憶できないくらい横一線です。しかし、牛の品種間はものすごく違う。それから、豚は純

血の肉がほとんど出ていないんです。今は少し生産を戻し始めた人もいますけれども、そ

んなに出ていない、みんな三元交配ということで、神田委員が言われたように和牛の場合

は、豚あるいは銘柄鶏の違いよりもはるかに品種の違いが大きいと私自身は思っていま

す。消費者としての立場に回った場合、こんなに違うのだったら表示したらいいんじゃな

いかと。 

○本川畜産部長 小笠原委員がおっしゃった公正取引規約は、公正取引協議会で議論して

案をつくられたものですが、これは公取協の場で意見を公募して、意見陳述もしていただ

いて決めてあるものでございます。公正取引協議会が勝手に決めたわけではなくて、そう

いう意見陳述もしていただいた。これは私なども意見陳述をするので、いろいろな方に開

かれた意見陳述の場だと思うのですけれども、これを作った当時は「和牛」という表示に

ついて「黒毛和牛」や「褐毛和種」といった表示を求めるという一般的なコンセンサスま

ではできていなかったので、恐らくこういうことになっているのだろうと思います。 

 それから、小林さんもおっしゃったように、販売する側あるいは流通側のいろいろな事
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情も兼ね備えてこのようなことになっております。確かに沖谷先生がおっしゃったような

ご意見、それぞれ食味が違うので全部違う表示を求めるというようなこともあると思いま

すので、その辺は、今日のご論議も踏まえて、今の実態等を相談した上で、次回ガイドラ

インをお示しする段階には私どもとしてできる限りの調査をして整理をしてみたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○沖谷座長 ありがとうございます。 

 私もそれでいいと思いますので、それでよろしいですね。 

 では、この議論はこれでおしまいにしますが、２ページについてはよろしいですか。今

の議論と連続した内容ですが、まき牛はだめだそうです。全部黒でもだめですね。そこは

隣から入ってくる可能性があるといいますか、保証がないからということです。それで

は、これを加える。 

 そして、次の「国産牛肉」との関係についても「和牛」とは表示できないと。 

 それでは次のページですが、３ページの上の囲いは今の議論の延長ですから、これでよ

ろしいですね。この間、表示を見せていただいたら、現存では外国では漢字とローマ字で

すね。平仮名はなかったですが、これだけでいいですか。登録といいますか、押さえてお

いた方がいいということがあれば……。和牛を類推するような表示は一切使わないという

ことですが。 

 では、これはこれでよろしいということで、次の「黒牛」について議論していきたいと

思います。 

 現行では「黒牛」という表示が結構あるということで、公正取引規約にも出ています

ね。 

○小笠原委員 出ています。 

○沖谷座長 実際に流れているということです。 

 この間の説明では、鹿児島のあるものについては黒毛和種も「黒牛」と言ってらっしゃ

るところがあると。交雑種も「黒牛」ということで、ごっちゃになっているところがある

んですけれども、ここで整理して、黒毛和種を「黒牛」というふうにランクを落とすとい

いますか、そういう表示をするというのは……。今までに決めたルールから言うと表示し

たくないと思うのですが、それについてはいかがですか。「黒」という字はたくさん使わ

れているので。 

 これは必ず品種を書くということですね。 
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 よろしいですか。これは現行たくさん出ているので、ガイドラインではなしというふう

にはなかなかいきそうもないのですが。 

○神田委員 いいと思いますけれども、書かない場合は黒毛和種だということになります

ので、このルールを決めたときにそれが本当に守られるのかということが一方で重要なこ

とだと思うのです。それは今度つくることによって必ず守られるということになるのでし

ょうか。変な言い方で悪いのですが、今まで守られなかったこととの関係で、どう改善さ

れるのか。 

○沖谷座長 では、ガイドラインができた後の話について、お願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 今回ご議論いただいて、最終的にはガイドラインという形で取りま

とめようと思っております。ガイドライン自体はもちろん任意のものでございますけれど

も、ガイドラインを受けまして今度は食肉の公正競争規約の改正をお願いしたいと思って

おります。そこは公正取引協議会のいろいろなご議論があろうかと思いますけれども、そ

この場で公正競争規約の改正という形で反映されれば、それは業界に対して一定のルール

になるのではないかと思っております。そういう形で実効性を図っていきたいと思ってお

ります。 

 現在との違いですが、現在も確かにこういう掛合せを書きなさいというような指導ベー

スの話はあります。ただ、これは公正競争規約等に明示されているものではありませんの

で、言ってみれば、そういうものをきちんと格上げしてルール化していくことを考えてい

るところであります。 

○沖谷座長 よろしいですか。もしガイドラインができたときは、公正競争規約も当然こ

れに対応していきますね。 

○牧元食肉鶏卵課長 対応します。 

○沖谷座長 ガイドラインの方が上位だということです。 

 それでは、大変貴重な議論をたくさんありがとうございました。「和牛」についてはお

おむね原案どおりでガイドラインの原案をつくっていただくということにさせていただき

ます。 

○大木委員 この案で私はいいと思うのですけれども、ガイドラインができた後の話があ

ったものですから、それをちょっとお願いしてもいいでしょうか。 

○沖谷座長 はい。 

○大木委員 「和牛」のおいしさは霜降りにあると言われていまして、霜降りが基準にな
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っていると聞いています。そして最近は、消費者にわかりやすい情報ではないのに、スー

パーではこの和牛は４ですというふうに規格の表示が結構出ているんです。でも、それは

新しい表示なので、何の意味だか私たちにはわからない表示なんです。そこら辺のところ

も検討していただきたい。 

 それから、「和牛」がこれからガイドラインとしてスタートすることはいいことだと思

うのですけれども、和牛の場合はあくまでも「サシ」だけでやっているような気がするん

です。ただ、これからは健康志向ということを考えますと、消費者には赤身も非常に気に

している人が多くなってきて、赤身を買いたいと思っている人も多いわけです。ですか

ら、「サシ」だけに基準をあわせるといいますか、力を入れて、それだけでこういう規格

をつくるということではない方向、消費者のニーズはこういうものだということも含めた

研究をして、おいしい肉をつくってもらって表示をしてほしいと思います。ちょっと難し

いのですけれども、そういうこともお願いしたいと思っています。 

○沖谷座長 肉をやっている者としては、よくわかります。 

○大木委員 私たちはおいしさを比べてやるわけではないし、和牛というものはこういう

ものだということがわかればいいわけです。でも、「サシ」が入り過ぎたものがいいんだ

ということではなく、そうではないものも消費者は希望しているのだということも含めて

研究をしてもらって、和牛のおいしさを出してもらいたいということも重ねてお願いした

いと思います。 

○沖谷座長 よくわかりました。ここでの表示の問題ではないのですけれども、議論の経

過の中に、そういう……。これは日本食肉格付協会が任意で決めていることで、法律で決

めているわけではないんですけれども、「サシ」の入ったものが実際に食べておいしかっ

たと。しかし、あれだけ入れる必要があるかどうか。もっと下げたものも出して、実際に

消費者がおいしいと思えば、値段とパラレルであるかどうかが判断できると思うのです。

それは今の議論ではないのですが、表示の時にということで……。 

○大木委員 関係はないと思ったのですが、消費者のニーズはこういうものですというこ

とをここでお願いしたいと思いました。 

○沖谷座長 わかりました。 

 それでは、「和牛」についてはこれでガイドラインのたたき台をつくっていただくこと

にさせていただきます。 
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（２）「黒豚」の表示等について 

資料説明 

 

○沖谷座長 続きまして、議題（２）の「黒豚」の表示について検討に入りたいと思いま

す。事務局より説明をお願いします。 

○酒井生産技術室長 それでは、資料４をお願いいたします。「「かごしま黒豚」の歴史

等について」でございます。 

 １ページをお開きください。「かごしま黒豚」の育種学的な取組みについては前回ご説

明したとおりでございますけれども、沖田委員から鹿児島における黒豚の歴史はもっと長

い、数百年もあるというご紹介もありましたので、「かごしま黒豚」の歴史についてさか

のぼりますとともに、「黒豚」という表現がどのように使われてきたかを示す資料という

ことで用意をいたしました。出典は、右下にありますように「かごしま黒豚物語」もあわ

せて引用させていただいております。 

 記録ですが、豚が最も古く記録されているのは1546年ですので、460年前ということに

なります。その後、琉球より豚を導入したという記録がございますし、1738年にはロシア

と日本語の辞書を編さんされた薩摩出身のゴンザ氏が豚に関する言葉も収録されていま

す。これは豚肉がなじみのある食材であったことを示す事例だろうと思います。一例を取

り上げますと、豚肉のことを、アクセントはちょっとわかりませんが、「ブタンミ」とい

うふうに表記されているようでございます。 

 さらに、1845年、島津家から水戸の徳川家に豚肉を送ったという記録が残っておりま

す。 

 明治になりますと、国が養豚を奨励いたしまして、明治25年には鹿児島県が英国のバー

クシャー種を奨励品種と定めて、従来の黒豚に交配をして改良を図っているということで

ございます。 

 戦後になりますけれども、昭和24年に黒豚の生体輸送が始まりまして、終戦直後には東

京においても黒豚の名声が高くなっているという記録がございます。 

 右の列に移りまして、昭和30年代に第１回目の黒豚の隆盛がございました。その後、一

時的に黒豚の頭数も減少いたしましたけれども、昭和46年から新たな育種法である系統造

成がバークシャー種で取組みを開始され、グルメブームの到来もありまして再び「黒豚」

が脚光を浴びているという状況でございます。 
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 平成４年ですが、生産者協議会が「かごしま黒豚証明制度」を発足されまして、今日に

至っているということでございます。 

 続きまして頭数ですが、２ページをご覧いただきたいと思います。これは財務省の「貿

易統計」を調べた数字でございます。上の段が輸入豚全体の頭数、下の段は繁殖用の純粋

黒豚、バークシャーの頭数でございます。年度を追って見ていただきますと、０から数頭

の年もあるということで、必ずしも一定の頭数は入っていないということでございます。 

 ご参考までにお示しをいたしました。 

○沖谷座長 引き続き、この間ご発言がありました鹿児島県の黒豚の改良にイギリスのバ

ークシャーの導入が必要か否かいう質問について、西迫委員よりご説明できるということ

なので、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○西迫委員 イギリスのバークシャーを入れたのは、「黒豚」が大形に押されて少なくな

り、品種といいますか、血統を維持するには非常に数が少なくなっていたからです。そう

いう意味から、同じバークシャー種に属するということで、改良というよりも系統維持の

ために利用させてもらっているというのが過去の鹿児島の導入だろうと思います。 

 ここに書いてありますように黒豚の頭数が昭和40年代に激減しましたので、鹿児島には

恐らく３～４系統しか残っていなかったのではないかと思います。それを養豚業として維

持するためには、ある程度産出を保っていかなくてはいけない。そういうことから家系内

での近交係数を高めてきた関係で少なくなっておりましたので、イギリスのバークシャー

種を入れながら別家系をつくっていくという形で維持しているわけです。 

 幸い、それで３系統出てきたのですが、これも最初の系統から20年たっておりまして、

近交係数としては25％を超えてくるような格好になっておりますので、系統維持が難しい

ということで現在第４系統の作成に入っているわけです。この第４系統については県内在

来豚を主体に選抜するつもりでおりますけれども、今後また改良過程、系統維持の過程に

おいて近交係数が高くなっていく時代があれば、言葉がいいかどうかはわかりませんけれ

ども、系統維持のため、やむを得ずして外からの血を入れることも考えていかなければい

けないだろうと考えております。できる限りそういうことがないような方向で計画的な系

統を造成したいと思っておりますけれども、かつて和牛が外国種を入れたように一部血縁

の遠いものを入れて系統を維持するという手法をとるときが今後来るのではないかと考え

ております。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 
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 それでは、引き続き、事務局よりお願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 資料５の「「黒豚」表示の検討について」でございます。 

 １ページ、「「黒豚」の表示ルールの検討」でございます。 

 まず基本的な考え方としては、「和牛」と同様、「消費者にわかりやすい表示ルールの

確立を基本とする。」、こういう考え方のもとにルールを検討していきたいということで

ございます。 

 現状等ですが、今までいろいろとご説明またご議論いただきましたように、純粋バーク

シャー種を「黒豚」とする表示ルールが定着しております。平成11年に食肉小売品質基準

あるいは翌年の公正競争規約の改正などによりましてこういうルールができたわけでござ

いまして、現在はこのルールが定着しているものと考えております。 

 外国産のバークシャー種についても、前回参考人からご説明があったように、国内では

「黒豚」という形で流通している実態がございます。 

 また、前回には沖田委員、また先ほど西迫委員からもいろいろとご説明があったところ

でございますけれども、「黒豚」は鹿児島県を中心にブランド化が進められてきたという

事実もございまして、消費者の多くが、「黒豚」と言えば鹿児島県産である、国産である

とイメージするというような状況でございます。 

 一方、前回ご説明がありましたように、豚の世界はＤＮＡ分析技術が非常に進んでおり

まして、バークシャー種と他の主要品種、ヨークシャー種等との識別は可能でございま

す。ただ一方、登録制度によって証明できる「黒豚」は、種豚を中心に極めて限定的なも

のであるということでございます。 

 こういう中では、「黒豚」という表示によって外国産のものと国産のものを誤認するお

それがあることから、外国産と国産の「黒豚」の誤認を防ぐためのルールをどのようにす

るのかということが問題点かと思います。 

 検討の留意点といたしましては、これも前回いろいろご議論いただいたところでありま

すが、バークシャー種については、「和牛」と異なり英国原産でありますし、米国、カナ

ダ等でも生産されているということでございます。今もご説明にありましたように種豚改

良のためにバークシャー種を導入しているという事実もございます。また、前回、参考人

からのご発言にありましたように、外国でも「Black Hog」等の表示例もありまして、和

牛のように登録・トレーサビリティが100％普及していないという違いもございます。以

上いろいろと申し上げましたように、「和牛」とは若干違う点があるということが留意点
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かと思います。 

 これらを踏まえまして２ページの「「黒豚」の表示のあり方について」をご覧いただき

たいと思いますが、今回は案の１と案の２という２つのたたき台を基にご議論いただけれ

ばと思っております。案の１は、「和牛」に近い整理でございますけれども、バークシャ

ー種の純粋種として国内で生まれ育ったもののみを「黒豚」と表示するというルールでご

ざいます。この結果、「かごしま黒豚」あるいは国産の「○○県産黒豚」は当然いいわけ

ですけれども、外国産のものについては「黒豚」と表示するのではなく、「バークシャ

ー」という表示をしたらどうかという案でございます。 

 それに対して案の２の方は、国産の「黒豚」との誤認を防ぐことが主眼だという観点か

らいたしますと、シール等の任意表示、シール等で「黒豚」という表示がされることが多

いわけですけれども、このような場合には必ず原産地を併記する。言ってみれば、「黒

豚」と原産地をセットで表示するルールにしたらどうかという案でございます。こうなり

ますと、表示例にございますように、「かごしま黒豚」あるいは外国産のものについては

「米国産黒豚」とか「黒豚（アメリカ産）」とか、こういった表示にしたらどうかという

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。 

 ここで10分間、休憩に入りたいと思います。会場の時計で15分には必ず入室ということ

でお願いいたします。 

〔暫時休憩〕 

○沖谷座長 それでは、時間ですので、再開したいと思います。 

 冒頭に資料の訂正がございます。 

○酒井生産技術室長 誠に申しわけございません。資料３の１ページでございます。先ほ

ど海外での頭数のお話を申し上げましたけれども、この資料は参考人のパワーポイントの

資料を引用させていただいたのですが、ちょっと見る段が違っていたようでございます。

米国における和牛血量50％以上の頭数は、現状で6000頭弱いるということでございますの

で、訂正をお願いします。「1200頭」のところを「6000頭弱」にご訂正をお願いしたいと

思います。恐縮でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 



- 21 - 

質疑応答 

 

○沖谷座長 それでは、「黒豚」の表示のあり方についての議論に入りたいと思います。 

 今までの説明に対してご質問あるいはご意見があれば、どうぞおっしゃっていただきた

いと思います。 

 在来豚がいたということを調べていただきました。和牛も在来の和牛がいたということ

で、それは前回きちんと理解していただいたのですが、今度はアクセスできる資料を全部

使っていただいて、これ以上のものはありません。ありがとうございました。黒い在来豚

がいました。遺伝子はわかりません。その時の資料は全然ありませんから、わかりません

けれども、それをもとにして今の黒豚ができて、遺伝子解析ではイギリスのバークシャー

種と全く違うところはないという結果になっている。それはたくさん血を入れられたとい

うことだと思うのですけれども、そういう認識は全体の認識として持ちたいと思います。 

 どなたかご意見はございませんか。 

○惣宇利委員 質問です。実際にスーパーの店頭でチェックしているわけではないのです

けれども、先ほどの「ＷＡＧＹＵ」というローマ字表示ではないのですけれども、「ＫＵ

ＲＯＢＵＴＡ」というローマ字表示等との混乱は今まであったのでしょうか、なかったの

でしょうかというのが一つ。 

 もう一つは、先ほどの国産和牛は国内で肥育した期間が長いということで「国内肥育

牛」というふうに書けば結果的によかったのかもしれないけれども、「国産牛」と言うと

一般の人は日本の牛だと誤解しているのと同じで、「国産黒豚」という表現は今まで出て

きていたのかどうか。表示の経緯ですけれども、「ＫＵＲＯＢＵＴＡ」というローマ字表

示と「国産黒豚」というものがあったのかどうか。どなたか知っておられましたら、教え

ていただければと思います。 

○田中表示・規格課課長補佐 私は表示・規格課で、監視で農政事務所の方々から情報を

受けているのですけれども、ローマ字の「ＫＵＲＯＢＵＴＡ」という表示は今まで見たこ

とはございません。 

 もう一点は「国産黒豚」という表示で販売しているかというご質問でございます。「国

産黒豚」と表示して販売しているものは数例見かけたことはございますけれども、ほとん

どが県産表示、ここで言う「鹿児島県産黒豚」というような感じになっております。 

○沖谷座長 惣宇利委員が欠席のときに外国の「ＫＵＲＯＢＵＴＡ」の表示が発表になっ
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たんですけれども、アメリカだったでしょうか、漢字の「黒豚」もありましたね。 

○牧元食肉鶏卵課長 補足してご説明させていただきます。 

 冊子の中の前回第３回資料の資料５をお開きいただきたいと思います。１枚めくってい

ただきますと「黒豚の表示例」がございます。これは私どもが店頭で見つけました表示例

ですけれども、一番右に外国産黒豚の表示例がございます。例えば「純粋黒豚」として、

その下に「AMERICAN KUROBUTA PORK」というローマ字表記がなされているものとか、「極

黒豚」という漢字表記の下に「AMERICAN KUROBUTA PORK」という表記のあるもの、このよ

うな表記例が見つかったところでございます。 

 以上でございます。 

○本川畜産部長 もう一つ、国産との関係をご質問いただいたと思うのですけれども、牛

と違って豚の場合には、子豚の状態で輸入して、国内で長い期間肥育をやって、肉豚を輸

入して国産で販売するという生産・流通実態はないんです。恐らく病気の問題とか効率の

問題があると思いますけれども、輸入して国内で長く飼育したから国産になるものはない

というふうに我々は理解して、その前提で議論をしているということでございます。 

○沖谷座長 ほかにご意見は。 

○神田委員 今のお答えからしましても、国内で生まれ育ったものというところはあまり

言っても意味がないのではないかという気がいたしました。 

 それから、これまでも純粋バークシャー種を黒豚とする表示ルールが定着してきている

ということがありますし、それから、第１回だったか２回目だったか、提案の理由がアン

ケート調査によると87.7％もの人が国産だと思っているというお話だったと思うのです

が、調査のもう一つの項目、バークシャー種が純粋種であることを知っているかという問

いに対してはほとんどの人が知らない。そういった２つのことがここから読み取れると思

うのです。そういったことから言えば、ただ誤解をしているだけであって、今までの表示

のあり方をあえて変える必要もないのではないかと思います。今は原産地表示が義務化さ

れておりますし、今の表示の例でもありますように必ず原産地が書かれます。また、私た

ちも黒豚は鹿児島ということは常識的にわかっておりますので、国産のものが出ているも

のがあるということは知っておりますけれども、表示となったならば、国産に限るという

ことではなくて、今までどおりでいいと思います。 

 それから、今日の提案では案の１と案の２がありまして、どちらがいいかと言えば案の

２ということになるのでしょう。そこで確認ですけれども、今私が申し上げたように、法
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律では産地を表示しなければいけないことになっているけれども、これはシール等の任意

表示ということですから、法的なところだけではなくて、そのほかに表に張ったりすると

きもセットで書きましょうという提案だと思うのです。こういうことは、そういうふうに

決めればルールは徹底されるということになるのでしょうか。その辺がわからないんで

す。 

○沖谷座長 後ろにちゃんと書く欄があって、そこには書かなければならないのですけれ

ども、表に「黒豚」と書いたときに……。 

○牧元食肉鶏卵課長 今のご質問でございますけれども、委員ご指摘のように産地表示自

体は義務づけられておりますので、例えば「米国産」とか「国産」という表示は必ずしな

ければいけないわけでございます。ただ、ここで申し上げたいのは、先ほどの表示例にも

ございましたけれども、例えば「黒豚」というシールを別途任意表示として張るような場

合には、まさに委員のご指摘にありましたように、シールにおいても「米国産黒豚」とか

「かごしま黒豚」というようなセット表示をしましょうということでございます。 

 では、そう決めれば実効性があるのかということでございますけれども、これについて

も、先ほどの「和牛」と同様、ガイドラインができました後に公正競争規約の改正等につ

いて働きかけをしたいと思いますので、そういう形での一定の担保ができるものと考えて

おります。 

○沖谷座長 よろしいですか。表に書くときに、いいところだけとってはいけないという

ことですね。 

 他にございませんか。 

 案の１と２があって、第１回目では案の１がたたき台として出ていたのですけれども、

だんだん議論を詰めていって案の２が出てきました。いかがなものでしょう。サイエンス

といいますか、それをベースにした議論をして、この議論は全部公開になっていますか

ら、ぜひ消費者も理解して……。アメリカもバークシャーは「黒豚」と言っているのだ、

鹿児島だけではない、そういうことはもちろんあるのだということを言っていまして、

「Black Hog」ということを言っています。そういう意味ではBlack beefと同じですね。 

 余計なことかもしれませんけれども、鹿児島の黒豚の歴史で、バークシャーを入れる前

に在来の黒豚がいたということがはっきりわかって、それも黒かった。大陸から渡ってき

たものだと思うのですけれども、何か欠片があって、島豚が名残ではないかと言われてい

ます。遺伝子の解析等が行われて、バークシャーとどれだけ離れていたものがいたのか。
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それの子供の数が少ないとか太る速度が遅いとか、いろいろ欠点があって、それを改良す

るためにバークシャーを入れてしまったということが歴史に書いてあるのですけれども、

必ずしも効率だけではなくて、そういう特殊な食品の優れたものがあるならば、あるいは

また和牛のようにそういうものが生まれてくる可能性もあるのではないか。しかし、現状

の鹿児島の黒豚は遺伝子から見て同等性が非常に高いということです。あとは育て方にお

いて食味がアメリカのバークシャーとちょっと違うということをおっしゃっているわけ

で、それはぜひ広めていかれたらいいと思います。サツマイモを食べさせて脂肪の融点を

上げてという性質があることは知られています。言わなくていいことかもしれませんけれ

ども、過去にはそういうものがいたということを認識し、敬意を表したいと思います。 

 他にどなたかご意見ございますか。 

○武田委員 そういうことで、純粋バークシャー種が「黒豚」と表現できるというふうに

決められて今までずっとやってきています。「和牛」の場合も一緒ですけれども、食肉と

してはそういう表示は表面に書いたりすることもできるでしょうが、食肉加工の立場から

しますと、食肉の表示がこうなるから加工品もそうしましょうということで受け継いでい

くわけですけれども、シールのところでということになりますと……。こういう実務的な

表示の仕方については、限られた中、どこにどうやって書くかということは非常に困難な

ところもありますから、こういう場でなくても結構ですが、どう書いていくかということ

も後で検討していただきたいというのが私の期待です。表にアメリカだ、カナダというふ

うに書くことについても、実際面ではどういう書き方があるのか、消費者にどう理解して

いただくかということを前提にして、書き方についてもよく検討しておかなければいけな

いと思います。意見です。 

○沖谷座長 加工品については「黒豚」の場合の加工特性もあるんでしょうね。消費者が

認識できるような表示を考えるときにガイドみたいなものがあればということかと思いま

す。事務局の方では具体的にはそういうプログラムはまだ考えていないですね。 

○牧元食肉鶏卵課長 はい。 

○沖谷座長 ほかにありませんか。 

○沖田委員 鹿児島の生産者の立場で見るとどうかなと思って、いい返事をしていました

けれども、表示は消費者が買うときの道しるべみたいなものですね。その道しるべをちょ

っと間違えたり紛らわしい表示をすると別の方向に持っていってしまうわけですから、紛

らわしいものが入り込まないような方法にしていただきたい。それも本屋の立ち読みのよ
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うに長々と読んでいるわけではないのですから、簡単明瞭にという意味からすると、「黒

豚」と表示できるものを国産用としていただければありがたいなと思っています。 

 というのは、「黒豚」の表示はバークシャー種純粋種に限るとなっていますけれども、

日本全国を探して「バークシャー」と表示しているところがどこにあるかと言うと、私が

知る限り、全くないです。全部「黒豚」です。「黒豚」というのは品種ではないのですけ

れども、既存の品種としてでき上がっているということが言えるのではないかという感じ

がします。そういうことで考えると、学名は「バークシャー種」ですけれども、そうして

いただければありがたい。 

 私どもが今まで一番苦労してきたのは、これの偽物対策です。平成２年に私どもが協議

会を発足するときの一番の理由は、よいものをつくるということは当然ですけれども、偽

物をいかにして防止するか、防止しないと鹿児島の黒豚はなくなってしまうということで

立ったわけです。だから、鹿児島県では「鹿児島ブランド」指定をしていますけれども、

平成３年から始まって、「かごしま黒豚」がブランド指定になったのはなんと10番目の平

成11年です。 

 鹿児島と言えば桜島、黒豚、サツマイモというのがどこのアンケートでも出てくるわけ

で、イの一番に鹿児島県のブランド指定になってもおかしくない「黒豚」がなぜ10番目に

なったかと言いますと、我々が申請しなかったからです。これだけ偽物が出回っている中

で、「かごしま黒豚」をブランド品として「鹿児島ブランド」を張って出すと、「かごし

ま黒豚」即偽物というレッテルを張られてしまう。そうすると「かごしま黒豚」はその時

点でおしまいだということで申請しなかった。それから８年たって、鹿児島ブランドの10

番目にやっと申請し、指定された。同時に商標登録も取ったわけですけれども、流通経路

がピシャッとしない限り申請しないよという方針でした。 

 そして、さっきも出ていましたけれども、発足当時に黒豚の認証シールをつくって出し

た。ところが、シールは生産者が持っていて、10頭出頭すれば、それは10枚つけて出す。

そして、と殺したものも、カット物は箱に張る、枝物は枝に張るということで出してい

く。東京あたりでもそういう例がありました。沖田さんのところの豚はどこそこへ出して

いますねと。いや、出していませんよと。そのシールは一連番号が入っていまして、何番

の豚は誰の申請で何月何日に出荷して、どこのと場でつぶされたということが出ているわ

けです。それを調べると全部わかるわけです。すると、２カ月、３カ月、半年分のもの

が、シールだけが店頭に飾られて豚は鹿児島から仕入れていられない。そういうことがあ
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って結局シールだけがひとり歩きする。これではだめだ、シールが偽売りの片棒を担いで

いるようなものではないかということで、そのシールは全部回収しましょうと。結局、張

って出して、バッタまで行った時点で親シールは返していただく。そのかわり、シール１

枚につき200枚、豚１頭につき400枚、200ｇパックにして40パックということでミニシー

ルと交換して、それを返していただく。しかし、返していただく分も100％は一応無理だ

ろう、一応80％回収できるところに限って指定店としようということで指定店制度を発足

した。その制度が確立するまでブランド申請はしませんということで、その制度が確立し

て、やっとブランド申請をして認められたといういきさつがあります。 

 だから、「「黒豚」表示は国産に限る」としたからといって今後売れ行きがよくなると

は思っていません。私どもが願うことは、外国産と国内産のすみ分けをピシャッとしてい

ただいて、偽物やまがい物が入り込むすきがないようにして、同じ土俵の中で競争させて

いただきたい。これが生産者としての願いです。また、そうすることが消費者にとっても

本当に間違いのない黒豚を買えるシステムではないか。私はこう思っております。終わり

ます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 「黒豚」の生産を拡大されて、そのおいしさを消費者に広めていただいたことには敬意

を表します。そして、偽物をどうやって排除するかということで努力された。その皆さん

の努力に対して、ようやく今回のような全国レベルの議論をやった。その努力も全部組み

込んだ形で今の案の２を決めて、きちんと執行するシステムをつくっていく。いろいろな

ケースがあって大分上手になったと思うのですけれども、それを使ってやっていくという

ことになろうかと思うのです。ですから、「かごしま黒豚」は、努力の結果、確実に残る

ということだと思います。 

 「バークシャー」という言葉と「黒豚」が併存するのは、私はおかしいと思うのです。

だからバークシャー＝黒豚にした。要するに、一物に２つの名前があるのはおかしいと思

うことで、私自身は案の２がよろしいのではないかと思っております。 

 沖田さんの場合は、鹿児島のバークシャーは「黒豚」で、それ以外のところは「バーク

シャー」という案でしたけれども、アメリカの人もバークシャー＝黒豚ということで認識

している。黒牛が品種名になるようなもので、ちょっとおかしいのですけれども、それは

鹿児島が「黒豚」を一生懸命に全国に広めてバークシャーを広めてくださった結果として

の功績だと思いますので、２案で次のガイドラインの原案をつくるということでまとめさ
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せていただきたいと思うのですけれども、どなたかご異議があれば。 

○沖田委員 もう一言、言わせていただきます。 

 なぜ私がそれを言うかといいますと、ちょうど２～３日前に送っていただいたんです

が、「養豚情報」の中でも５月から連載で取り上げています。その中でアメリカバークシ

ャー種のことが書いてありますので、ちょっと読ませていただきます。前の方は省きます

が、「脂肪についての論議は、多くの人々の共感を得ることができました。「おいしさは

脂だ！」「薄い豚を作ってもおいしくない」、そんな声が続々と聞かれました。黒豚＝バ

ークシャーの背脂肪厚を薄くするのはそんなに難しいことではなく、アメリカンバークシ

ャーの血液割合を多くすれば簡単にできます。ここに、代表的なアメリカンバークシャー

の写真を載せます。この豚の成績は、１．生体 114㎏到達日齢 158日、２．背脂肪厚

1.35cm。」ということで、これは全く大形種の成長です。「成長の早さといい、背脂肪の

薄さといい、あきらかに大型種の成績をうかがわせるものです。アメリカンバークシャー

の特徴は、大型であり骨格（フレーム）が太く長いこと。通称アメリカ顔と呼ばれます

が、顔の白い部分の割合が多く、また問題になる肉質も今回の議論の対象になっています

が、胴が長くなる分、赤肉を作る筋繊維が長く、キメが粗くなります。脂肪も薄いので、

結果としてパサパサした淡白な肉になります。日本で黒豚のブランドが作られる過程で

「アメリカンバークシャーは黒豚でない」との定義が決められたのは、このような肉質の

悪化を防ぐためといえます。」というふうに書いています。 

 そういうことからして、国産の黒豚もアメリカ産の黒豚も十把一からげで同じ土俵でと

いうことになると、これは大変だということになるわけです。 

○沖谷座長 その議論は前回随分やりまして、私は品種内の系統の違いという認識でいい

と思うのです。アメリカの中でのバークシャーで。 

○沖田委員 もう一つです。さっき表示例を言われましたけれども、「純粋黒豚」とか

「極黒豚」とか言われますね。私どもに言わせると、これもいかがわしい表示ではない

か。「純粋黒豚」ということは裏を返せば純粋でない黒豚がいるということですね。 

○沖谷座長 その表示については、ガイドラインをちゃんと決めれば。 

○沖田委員 こういうこともちょっとおかしいのではないかと思います。 

○沖谷座長 やっていいこととやっていけないことは実行のときに決めていけば……。だ

から、ここで決めた思想をオーバーランするような表示は認めないということになると思

いますので、現実にこれがあるから認めるというわけではないと思います。そういうふう
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に理解していただきたいと思います。 

 よろしいですか。 

 それでは、今の議論で、案の２をベースにした黒豚の表示についてのガイドラインのた

たき台を次回に作っていただきたいと思います。そのときには、この文章だけではなく、

もう少し詳しくわかるような経過をつけていただくということで、次回はそれをもとにし

て議論していきたいと思います。骨格ができたということでございます。 

 

（３）その他 

 

○沖谷座長 それでは、これで一応議論を閉めさせていただいて、事務局から次回等々に

ついての説明をいただきたいと思います。 

○牧元食肉鶏卵課長 次回の会合につきましては12月18日の開催を予定しております。次

回第５回につきましては、ただいま座長からございましたように、ガイドライン（案）と

ともに検討の経緯等を書いたものを含めたものをお示しした上でご意見をいただければと

考えております。開催に関しての正式なご案内は改めて事務局からご連絡を差し上げたい

と思います。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 では、スケジュールについて、またその他についてご質問はありますか。 

 また、質問で思いついたことがあれば事務局にＦＡＸ等でお知らせして調査していただ

くことにしたいと思います。 

 これで終了したいと思います。議論、どうもありがとうございました。 

 

閉  会 

 


