
平成 18 年 10 月６日（金） 

於：三田共用会議所第三特別会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食肉の表示に関する検討会（第２回）速記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省 



目     次 

 

１．開   会 ……………………………………………………………………………… １ 

１．畜産部長挨拶 ……………………………………………………………………… １ 

１．資料の確認 ……………………………………………………………………………… ２ 

１．委 員 紹 介 ………………………………………………………………………… ２ 

１．議   事 ……………………………………………………………………………… ３ 

（１）資 料 説 明 …………………………………………………………………… ３ 

  ・牛肉の表示に関する状況等について ……………………………………………… ３ 

  ・和牛の登録制度等について ………………………………………………………… ３ 

・「和牛」等の表示に関する検討について ………………………………………… ３ 

 （２）意 見 交 換 …………………………………………………………………… 14 

 （３）そ の 他 ………………………………………………………………………… 41 

１．閉   会 ……………………………………………………………………………… 43 



- 1 - 

 

 

 

開     会 

 

○沖谷座長 予定の時刻がまいりましたので、ただいまから第２回の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、本川畜産部長からご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○本川畜産部長 畜産部長の本川でございます。 

 先日、第１回の会合のときに、国内で出張がございまして失礼をいたしました。第２回

目から出席をさせていただくことになりました。よろしくお願いを申し上げます。 

 本日は本当に足元の悪い中お越しいただきまして、ありがとうございます。沖田委員と

西迫委員は飛行機が遅れておられるということで、少し遅れて来られるということでござ

いますが、定刻にご参集いただきまして、心から感謝申し上げる次第でございます。 

 さて、この表示の検討会でございますが、マスコミも含めて非常に注目を集めている検

討会になりまして、本日も多くの傍聴の方がお越しになっておられる。そういう状況の中

でのご検討をお願いしているわけでございます。 

 米国の牛肉を輸入再開した直後ということもありますし、吉野家さんの牛丼の再開であ

るとか、食肉をめぐる関心が非常に高い中でのご検討でございます。 

 先だっても和牛の遺伝子の特許を申請するということがありました。和牛特有のオレイ

ン酸の産出に関係する遺伝子を発見して、それを特許出願するといったことを発表しまし

たら、これも新聞各紙が取り上げ非常に強い関心を持っていただき、世の中から見守られ

ている検討会であろうかと思っております。 

 和牛の問題、黒豚の問題という形でご検討いただいて、本日は和牛のことを中心にご検

討いただくことになっております。どうか忌憚のないご意見をいただきまして、良い方向

での結論が出るようにご検討いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 
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○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 議事の進行に先立って、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 食肉鶏卵課長の牧元でございます。 

 まず、机の上のマイクの使い方をご説明したいと思います。ご発言をされるときには、

このマイクの中央下の大きなボタンを押していただきますと、このように赤いランプがつ

きますので、ご発言をいただければと思います。 

 なおご発言が終わりましたら、このボタンをもう１度押していただきまして、スイッチ

を消していただくようにお願いをしたいと思います。 

 なお機材の関係で、委員お二方で１つの機械を使っていただく場合もございますので、

恐縮でございますがよろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、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５までと、参考資料３種類となっている

ところでございます。 

 また、委員の先生方には前回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。 

 続きまして、委員の出欠についてでございますが、今ほどご紹介があったように西迫委

員と沖田委員、若干遅れてお見えでございますけれども、本日につきましても全委員の方

にご出席をいただく予定になっております。ありがとうございます。 

 続きまして、農林水産省側の出席者が前回と若干異なっておりますので、ご紹介をさせ

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。 

 委員の先生方から見まして座長の向かって右側でございますけれども、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。 
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 表示・規格課の田中課長補佐。 

 私の隣が食肉鶏卵課食肉流通班担当の菊池でございます。 

 以上でございます。 

 

議     事 

（１）資 料 説 明 

           ・牛肉の表示に関する状況等について 

           ・和牛の登録制度等について 

 ・「和牛」等の表示に関する検討について 

 

○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、前回の検討会においてご質問、ご要望のあった事項や、今後の議論を進め

る上での論点について、事務局で作成しました資料について、事務局より説明していただ

きたいと思います。 

 なお、本日は前回の検討会でもお話ししましたが、牛肉に関する部分を重点的に議論す

ることにしております。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 それでは、資料３をお開きいただきたいと思います。まず資料３に

基づきまして、前回の検討会におきまして、皆様方よりご質問のあった事項等につきまし

てご説明をしたいと思います。 

 資料３を１枚めくっていただきまして１ページでございます。まず、牛（肉）の区分に

ついてでございますが、前回の検討会の中で、「国産牛肉」と「和牛」という２つの概念が

わかりにくいのではないかというご質問等があったところでございます。したがいまして、

この２つの関係を中心にご説明をしたいわけでございます。 

 国産牛肉の中には肉専用種、乳用種、それから肉専用種と乳用種の交雑種と、大きくこ

の３通りがあるわけでございます。 

 そして肉専用種の中に、まさに今回の主たる議題でございます和牛と、それから和牛以

外の肉専用種、これは例えば和牛に他の肉専用種、例えばアンガス種を掛けたようなもの

とか、あるいはアンガス種そのものでございますとか、こういったようなものも国内で一

部飼養されてございますので、こういう和牛以外の肉専用種もあるわけでございます。 
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 そして和牛の中に、前回ご説明をいたしましたように、黒毛、褐毛、日本短角、無角と

いう４つの種類があるわけでございます。それからさらに、例えば黒に褐を掛けるといっ

た和牛間の交雑種があるわけでございます。 

 したがいまして、国産牛肉と和牛を比べてみますと、国産牛肉の中の、肉専用種の中の、

さらにその中の区分けといたしまして和牛がありまして、和牛の中にさらに黒毛和種以下

の種類があるという関係になっているわけでございます。 

 そして黄色く色を塗っておりますのは、これは下にございますような牛肉トレーサビリ

ティ法に基づく牛の種別となっておりまして、このような種別が個体識別台帳に記載をさ

れていることになっているわけであります。 

 一方、輸入牛肉も当然いろいろな品種があるわけでございますけれども、これはトレー

サビリティ法の中でたどっていくことができないということでございますので、品種がわ

からないという形になっております。 

 一方、国産牛肉、とりわけ和牛については後ほどご説明をいたしますような、いろいろ

な家畜の登録制度なりで、きちんと出自が明らかになっているという違いがあるわけでご

ざいます。 

 続きまして２枚目をお開きいただきますと、「和牛」表示の現状でございます。まず上の

くくりの方で、家畜改良増殖法の中で和牛について、親がきちんと和牛かどうかというも

のがまずきっちり登録をされている。そしてその子牛が生まれたときに、子牛の登記の証

明書、あるいは登録の証明書という中で、親も非常にきちんとしているということで、こ

れは間違いなく和牛なんだということが証明できるような制度になっているわけでござい

ます。 

 そして種畜証明書、あるいは人工授精の証明書なりに品種を記載していくということで

ございまして、例えば黒毛和種といった品種がずっと記載をされていくということでござ

います。 

 この家畜の登録制度につきましては、後ほどさらに詳しく別の資料でご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 また、左下の牛肉トレーサビリティ法の中で、牛の個体識別台帳にそれぞれ牛の種別を

記載することになっておりまして、例えば黒毛和種なら黒毛和種が記載をされているわけ

でございます。 

 そしてこの個体識別番号は、右側の方に矢印がずっといっておりますけれども、卸売市
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場なり、産地の食肉センターなり、流通経路をたどりまして、消費者の皆様方が接します

スーパーマーケット、小売店まで個体識別番号がずっと伝達をされておりまして、消費者

の皆様方がこの個体識別番号から、この牛はどういうところで生まれたのか、どういうと

ころで飼養されたのかが、ずっとたどっていけるような仕組みになっているということで

ございます。 

 したがいまして和牛につきましては、こういう形で生まれたときから非常にきっちり出

自が明らかになり、それが消費者の皆様方にもきちんと伝えられる仕組みになっている状

況でございます。 

 次の３ページをお開きいただきますと、それでは実際に小売店などの店頭におきまして、

国産牛肉の表示がどうなっているのかということで、これにつきましては前回の検討会の

ときに、表示の事例を１つではなくて複数出すようにというご依頼もあったところでござ

いまして、このような形でいろいろと店頭で実際に物を買いまして、例としてお示しする

ような資料となっております。 

 この中で例えば、左上の黒毛和種につきましては、この例で言いますと「宮城県産黒毛

和種」、それから「国産和牛」という表示がなされているということでございます。 

 なお、こういった県産表示、都道府県の表示が行われている場合には、国産の表示を省

略することも可能でございまして、右下のホルスタイン種の例でございますれば、「北海道

産牛肉」という表示がなされて売られているということでございます。 

 また、右上は肉専用種の例でございます。これは先ほど申し上げました、例えば黒毛和

種に別の肉専用種のアンガスなどを掛けているような肉ということで、この表示の例では

具体名は少しぼやかしておりますけれども、「○○黒牛」といった牛の肉が、「稚内産国産

牛」という形で売られているということでございます。 

 また、左下は交雑種。これは和牛と乳用種との交雑牛ということで、この例で言います

と、岩手県産の交雑牛で国産牛という表示がなされているわけでございます。 

 そしてこういった原産地につきましては、言うまでもなくＪＡＳ法上で表示が義務づけ

られているということでございまして、「国産」でありますとか「北海道産」といった表示

がなされているわけでございます。 

 一方、次の４ページをお開きいただきますと、輸入牛肉の表示はどうなっているのかと

いうことは、４ページの一番左でございますけれども、輸入牛肉につきましてもＪＡＳ法

上、原産国の表示が義務づけられております。この例で言いますと、「牛（オーストラリア
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産）」という表示がなされているわけであります。 

 なおご参考までに、豚肉、鶏肉についても産地表示が義務づけられております。この例

で言いますと「国産豚肉」、あるいは「国産若どり」。「若どり」というのは、ここにござい

ますように３カ月未満でございますけれども、こういったように「国産」あるいは外国産

であれば外国の産地の表示がなされている実態になっているわけでございます。 

 そこで次の５ページをお開きいただきますと、そういう中で和牛が外国にも流出をして

いるのではないかということでございますけれども、我が国からアメリカに対しまして、

平成９年から 10 年の間に、生体なり精液が輸出をされたという過去の実態がございます。 

 ただ、11 年度以降は関係団体のご努力によりまして、生体、精液を出さないようにしよ

うということで、輸出の実績がないということでございますけれども、平成９年なり 10

年に、米国にまいりました和牛の生体なり精液が米国におきまして、この絵の真ん中にご

ざいますように、例えば和牛同士の交配によって現地で和牛が生産されるとか、あるいは

一番上にございますけど戻し交配ということで、和牛と現地の乳用種なりを掛けて、それ

に対してさらに和牛を掛ける。こういうのを戻し交配と言っておりますけれども、こうい

うような形で、非常に和牛の血が濃い牛の生産が行われているということでございます。 

 また精液につきましても、和牛の精液を外国産の雌牛に交配することによって、Ｆ１が

生産をされているということでございまして、米国で一旦増殖されたものが、さらに豪州

に輸出をされまして、豪州におきましてさらに戻し交配といったことで、和牛と何かを掛

けたものにさらにまた和牛を掛けることによりまして、非常に和牛の血の濃い種畜の生産

が行われております。 

 あるいは、生産されました種畜の精液に外国産の雌牛を交配してＦ１を生産するという

ことで、和牛の血が入った肉の生産なりが行われているという実態にございます。 

 また、和牛の血が入ったものが現地でどのように表示をされているのかということが、

次の６ページ、７ページでございます。 

 ６ページは豪州の例でございますけれども、豪州におきましてこういう和牛の血が入っ

たものがローマ字で「ＷＡＧＹＵ」、あるいは「ＷＡＧＹＵ ＢＥＥＦ」といった形。 

 あるいは例は少ないようでございますけれども、下にございますように、場合によって

は漢字で「豪州黒毛和牛」などといった表示がされる場合もあるようでございます。 

 こういうふうな形で、「和牛」というものを名乗って流通をしているという実態があるわ

けでございます。 
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 ７ページをお開きいただきますと、米国におきましても「ＷＡＧＹＵ」、「ＷＡＧＹＵ Ｂ

ＥＥＦ」という形で、何が保証されているのかはちょっと定かではありませんけれども、

ここにございますように「100％保証」といった表示。 

 あるいはその上にございますように、漢字で「和牛」をつけたものも一部に見られると

いうことでございまして、和牛の血が入った肉がこういう形で、ローマ字で「ＷＡＧＹＵ」

という表示で売られているということでございます。 

 それでは、豪州なり米国なりでつくられております、言ってみれば和牛の血が入って、

現地で和牛を名乗っているものが国内にどう入ってきているのか。これにつきましては、

前回も何人かの委員からご質問があったところでございます。 

 次の８ページでございまして、輸入「和牛」の販売状況でございます。これにつきまし

ては前回宿題をいただいたこともございますので、私どもも下にございますようないろい

ろな関係団体を通じまして調べをしたところでございますけれども、残念ながら必ずしも

十分な実態に迫れなかったのではないかと、私どもも反省をしているところでございます。 

 私どもが、このような関係団体を通じまして事例を調査いたしましたところ、海外で「和

牛」を表示されているものが、「和牛」表示をされたまま輸入をされているという事例がこ

の枠の中の一番下でございますけれども、今回も３件程度あったところでございます。 

 しかしながら、これがそのまま和牛として販売されるかということにつきましては、現

在和牛につきまして、公正競争規約などの取り決めもあるということでございまして、そ

こは業者の皆様方も非常に慎重に扱っているということでしょうか。国内販売で和牛その

ものを示した例はほとんどありませんでした。 

 １件だけ事例としてございましたのが、真ん中に出ております、輸入国名「豪州」とな

っておりますが豪州産和牛という形で、これはどうもホテルのレストランのフェアーのよ

うなところで、豪州産和牛という形で販売をされていた例が１件あったようでございます。 

 このように、私どもの方としてもいろいろと調べをしたのでございますけれども、残念

ながら、必ずしも十分な実態には迫れなかったのではないかという調査結果になったとこ

ろでございます。 

 なお、次の９ページをお開きいただきますと、これは次回の検討のテーマでございます

けれども、では黒豚についてはどうかということを、あわせて調査をかけたところでござ

います。 

 そういたしましたところ黒豚については、例えば「米国産黒豚」とか「カナダ産黒豚」
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といった表示をされて販売されている例はかなりあるということが、今回のこういう極め

て限定された調査の中でも明らかになったということでございまして、和牛と黒豚につい

てはそのような形で、取り扱いに若干違いがあることもわかってきたところでございます。 

 資料３については以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 では、資料４について。 

○酒井生産技術室長 続きまして資料４に基づきまして、和牛の登録制度等につきまして

ご説明をさせていただきたいと思います。 

 この中では和牛の登録制度と和牛の特徴の例、それと品種を分ける科学的メスとしての

鑑別法の３つについてご説明を申し上げます。 

 まず１ページで、登録制度でございます。登録制度は、家畜改良に乱れを生じさせずに

効率的に改良を進めるための重要な手段ということで、家畜改良増殖法に規定されており

ます。登録のためのルールを登録規程に整理をいたしまして、大臣が承認するという仕組

みになっております。 

 和牛の登録事業は、全国和牛登録協会を初めとする社団法人が行っているという現状で

ございます。 

 登録制度の手続は、個々の牛について血統、能力、品種の外見的特徴などを審査し、そ

の結果を登録データベースにおさめるという手順で行われますけれども、大きく分けて繁

殖牛の登録と、登録の基礎となる子牛の登記に区分されます。 

 そのうち子牛の登記についてですが、放牧地に多数の雄牛とともに放牧して、その結果

生まれた場合とか、品種の特徴を引き継がないといった例では失格になりますけれども、

両親が登録され「和牛」表示が可能となる子牛は、ほぼすべて登記されているという実態

でございます。 

 欄外の下の図の真ん中でございますけれども、子牛は約 45 万件登記されておりまして、

統計的に見ましても、生まれてくる子供のほぼすべてが登記されているところでございま

す。 

 右下の登録のところですが、登録は繁殖牛の能力、目的などによりまして、基本登録、

本原登録、高等登録に区分されておりまして、基本登録は主に肥育もと牛の生産、本原登

録は主に改良の基礎、高等登録は地域や経営の中での改良の中核の繁殖牛を対象に行われ

るということでございまして、あわせて繁殖牛のほぼすべてが登録されているという状況
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にございます。 

 ２ページは、和牛の特徴を肉質などの視点で整理をしたものでございます。脂肪交雑等

の肉質の差は、遺伝的能力の差と、飼料の給与等の管理技術の優劣などによって決まりま

す。 

 また、沖谷先生のご研究でございますけれども、黒毛和牛肉には特有な好ましい香りで

ある和牛香があり、特にココナッツ様、あるいは桃様の甘い香りに寄与するラクトン類、

これは黒毛和牛肉と豪州産牛肉を比較した場合、黒毛和牛肉には著しく多いことがわかっ

ております。 

 そのほか冒頭部長から紹介をいたしました、オレイン酸の遺伝子を和牛が特徴的に持っ

ているということは、参考資料３にプレスリリースを添付しておりますので、後ほどお目

通しをいただければと思います。 

 このように、科学的、多面的に和牛の特徴は明らかになっているところでございますが、

２ページの下の図をご覧いただきたいと思います。我が国において和牛の特徴を生かすべ

く技術を磨きまして、すぐれた遺伝子資源と高度な技術によりまして、肉質・肉量の両面

にすぐれた牛肉の生産が行われておりますが、一方におきまして豪州において、黒毛和牛

と外国種の交雑種が主体でございますけれども、日本と同様の飼養管理技術を導入しつつ、

日本産和牛に迫る肉質の牛肉を作りつつある状況にございます。 

 ３ページ以降でございますけれども、これはウシの品種鑑別についての資料になります。

家畜の遺伝子資源の検討会で専門委員としてご参画をいただきました、神戸大学の万年先

生にご提供いただいた資料でございます。 

 やや専門的な内容になりますが、和牛と他の品種との区分をする鑑別法について、どの

程度実施できるのか、どういう状況にあるかをご理解いただくための資料でございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。いきなり難しいタイトルになっておりますけ

れども、牛の品種鑑別の困難さを示すための資料でございます。 

 右側にウナギ、貝、トマトの図がございますけれども、例えばトマトについては品種と

して確立されたものにつきましては、同一世代で均質性が高い、いわゆる純系という状態

にあります。 

 例えばの話ですが、純系ＡとＢの間では、１つの遺伝子の違いが見つかればＡかＢかと

いう鑑別ができるということで、比較的容易に鑑別ができます。 

 それに対して牛については、和牛として組織的な改良が始まってから 100 年以上歴史が
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ございますけれども、ほぼ同時期にホルスタイン種が輸入されるという状況もございまし

たので、トマトの純系ほどには完全には分離されていないということでございます。 

 図では３種類の牛の集団を示しておりますが、この楕円同士が重なり合っている部分が

存在するということです。これらの品種の間を峻別するのは、かなり難しそうだというこ

とはご理解いただけるかと思います。 

 次のページをお願いいたします。これは雑種第１代、Ｆ１と呼びますが、Ｆ１の特徴を

示したものでございます。外見は黒毛和牛に類似し、肉質が黒毛和牛に近いということで

ございます。 

 次の６ページをご覧いただきたいと思います。研究のアプローチという点でございます

が、ホルスタイン種と黒毛和種の間の違い、遺伝子の多型と申しますけれども、これを見

出すことになります。 

 次の７ページをご覧いただきたいと思います。品種鑑別法の確立のための戦略でござい

ます。ちょっと複雑になりますので、ポイントだけご説明をいたします。 

 先ほど言いました品種間の違いの多型の検出は、大変な試行錯誤になります。万年先生

の方では遺伝子の 100 万カ所をお調べになって、この違いを絞り込んだということでござ

います。 

 さらに、どの遺伝子に起因するか特定をする作業を続けますと、右の写真でございます

が、検査が簡易になるということで、診断キットの作成が可能になるということでござい

ます。 

 この例で申しますと、牛のＤＮＡを調べますと、ａａ、ａｂ、ｂｂの３種類に分かれる

ということでございますので、鑑別のための診断項目として使えるということでございま

す。 

 次の８ページでございますが、黒毛和牛と交雑牛を識別するためのマーカーです。マー

カーについては、下の方に注をつけていただきました。品種間の多型、すなわち遺伝子の

違いを検出するための目印となるような特異なＤＮＡの配列でございます。 

 例えばの話ですが、マーカーがあれば特殊な酵素でＤＮＡを切断しますと、マーカーの

場所でＤＮＡが切断される。もしもなければ、そこでは切断されないというのが例になり

ます。 

 最初に申し上げましたように、黒毛和種とホルスタイン種がそれぞれ純系であれば、１

つのマーカーで判別できるわけですが、残念ながらそういう例はありませんでした。 
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 次善の策といたしまして、黒毛和種で遺伝子頻度が限りなく０％で、ホルスタイン種に

ついて高頻度に出現する多型が見つかれば、それが望ましいということになるわけでござ

います。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。表になってございますが、これは万年先生

が品種鑑別に使えるマーカーということで特許を取られた例でございます。11 種類ござい

ますけれども、例えば上から７つ目のＢＩＭＡ７となっておりますマーカーをご覧いただ

きたいと思います。黒毛和種約 300 頭調べても、これは出現しない。ホルスタイン種 100

頭を調べたところ 40％出た。交雑牛が同様に調べたところ 18％であったということでござ

います。 

 こういった比較的効率のよいマーカーを複数組み合わせると、品種鑑定に利用できると

いうことでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。棒グラフが上下２本でセットになっており

ますけれども、上が検出率、すなわち間違いなく交雑種と判定される確率でございます。

高ければ高いほどいいということです。 

 セットの下の方の棒グラフですが、これは信頼度ということです。本来黒毛和種である

ものを、交雑種と誤判別しない確率でございます。例えば、信頼度 99.3 という例であれば、

100％からこの 99.3 を引いた 0.7％の確率で、黒毛和牛肉を交雑牛肉と誤ってしまう確率

となります。 

 グラフの左側に「マーカー数」という欄がありますけれども、２、４、６となっており

ます。この２マーカーにつきましては、前ページでお示ししました７番と８番のマーカー

を組み合わせた場合でございます。 

 ４マーカーというのは、１、７、８、11 のマーカーを組み合わせたもの。 

 ６マーカーというのは、さらに６番、９番を追加したものでございますが、棒グラフ内

の数字を眺めていただきますと、マーカー数を増やしてまいりますと検出率、すなわち検

挙率は上がってまいるわけでございますが、残念ながら誤認逮捕する確率もじわじわと上

昇をするということで、信頼度が下がってまいります。このことから神戸大学では、４マ

ーカーで診断するシステムをつくり上げて提供をされているということでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。品種鑑別のためのストラテジーとなってお

りますけれども、これは神戸大学で品種鑑別技術の特許を取得されて、技術提供された例

が紹介されております。 



- 12 - 

 新聞にありますように平成 16 年２月から、独立行政法人農林水産消費技術センターにお

いて、実際に流通している牛肉の鑑別に利用されております。 

 次の 12 ページをお願いいたします。それでは、外国種に対して鑑別法はできないのかと

いう視点でございますが、アメリカ産、豪州産の牛肉等の紛れを検出するという目的で、

同様の方法で鑑定法の確立が可能ということでございます。 

 それでは何に着目するかということで、13 ページでございます。豪州産でありましたら、

豪州産の牛肉にはインド系の血が一定の割合で混ざっているようだということでございま

すので、その点に着目をいたしまして、国産牛肉と豪州産牛肉を、検出率 90％以上の確率

で判別が可能なＤＮＡマーカーを開発されておりまして、既に特許を申請されているとい

うことでございます。 

 最後の 14 ページでございますけれども、神戸大学ではさらに米国産との鑑別法、和牛の

特徴である、おいしい牛肉を見分けるためのＤＮＡ鑑定法の研究を進めておられまして、

この鑑定法で合格した牛肉を、神戸大学ビーフというブランドで販売をされておられます。 

 遺伝子の解析技術は日進月歩でございまして、多くの研究機関で和牛の研究が進んでお

りますので、より精度の高い手法も開発されるかもしれませんけれども、現状で応用され

ている鑑別手法についてご説明を申し上げました。 

 当方から説明は以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 続きまして、今後の「和牛」等の表示のあり方を検討するに当たりましての課題につき

まして、説明をお願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 資料５をお願いしたいと思います。前回の検討会の場におきまして、

和牛につきましては貴重な遺伝資源、文化的な資産であり、国内で生まれ育ったものだけ

を和牛と認めるべきといったようなご意見、あるいは「和牛」の「和」というのは和製の

意味だということで、和牛は日本で生産・肥育されたものと理解すべきではないかという

意見がございまして、前回の議論の中で、黒豚についてはいろいろなご意見があったと承

知をしておりますが、和牛については１つの方向の意見が多かったのではないかというこ

とを踏まえまして、今回の検討会におきまして、和牛等の表示に係る検討については、こ

のような方向性なり対応なりをしたらどうかということで、この資料を用意させていただ

いたところでございます。 

 まず背景のところにございますように、これは前回もご説明したとおりでございますけ
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れども、家畜の遺伝資源の保護に関する検討会におきましても、国内で生まれた和牛のみ

を和牛とすべきというご指摘をいただいております。また、牛肉に関する消費者の意識、

これは前回の検討会でもいろいろとご意見があったところでございますけれども、消費者

の多くが「和牛は国産の牛である」というふうに認識をされていらっしゃることを踏まえ

れば、方向性としては、我が国で生まれ育った和牛のみを「和牛」とするというガイドラ

イン。 

今回の検討会の出口が一応、ガイドラインの策定を想定しているわけでございますが、

そのガイドラインの中で、こういうような形で我が国で生まれ育った和牛のみを「和牛」

とするということを規定していったらどうかというふうに、方向性をお示ししているとこ

ろであります。 

 それに対していろいろな課題がございます。１つには、本当に我が国で生まれ育ったと

いうことを担保できるのかということで、そのための確認手法等の厳格化が必要ではない

か。 

これにつきましては、先ほどご説明をいたしました家畜の登録制度でございますとか、

あるいは牛トレサ法がございますので、これらを活用して、しっかり確認をしていくとい

うことかと思っております。 

 また真ん中にございますように、これも前回いろいろとご意見をいただいたところでご

ざいますが、「和牛」と「国産牛」の違いがわかりにくいのではないかと。あるいは「和牛」

に関する定義、周知が不徹底なのではないかというご指摘もいただいたところでございま

す。これにつきましては、消費者の皆様方などへの「和牛」に関する正しい知識、情報の

普及・啓発をしっかり取り組んでいく必要があるのではないかと考えております。 

 それから右のところでございますけれども、特に黒毛和種との誤認の可能性が高い「黒

牛」、これは先ほど表示の実際の例のところでも、１つお見せしたところでございます。そ

してお見せした例の中では、特に品種の組み合わせなどは記載をされていなかったわけで

ございまして、「黒牛」と言った場合に、これは一体どういう品種なのかということで、そ

のあたりが現状で不十分ではないかというご指摘があるところでございます。 

 これにつきましては黒牛の品種の組み合わせ、例えば黒毛和牛×アンガスとか、そうい

った品種の組み合わせをきちんと表示をしなさいというようなことを、ガイドラインで明

確化していったらどうかという対応が考えられるのではないかと思っているところでござ

います。この方向性等につきましてご議論をいただければと存じます。 
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 以上でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 

（２）意 見 交 換 

 

○沖谷座長 それでは議論に入りたいと思います。 

 最初の資料３、４で説明がありましたけれども、それについてご質問があれば先にそれ

を出していただいて、後の方で最後に説明があった、「和牛」等の表示に関して議論したい

と思っております。 

 どなたか追加説明を要求される方、いらっしゃいますか。 

 神田委員。 

○神田委員 登録制度の話をしていただきました。それで非常に単純な質問ですが、トレ

ーサビリティの制度ができた中で登録制度の必要性というか、その辺の関係がよくわから

ないんですが、すみません、お願いします。 

○酒井生産技術室長 登録制度というのは、先ほどお話ししましたように、親子状態をよ

く確認する、いわゆる血統です。よく確認をした上で、素牛がその登録の資格があるかど

うかを審査して、データベースにのせるという作業がございます。その過程で、今申しま

したような審査を必ずしているということが大きな違いがあろうかと思います。 

 またトレーサビリティの方では、生産者の報告をいただくに当たりまして、母牛の個体

識別番号をお願いすることになっておりますけれども、父牛については特に規定をしてい

ないということでございまして、その点、登録の方では父牛についてもずっと血統がつな

がるといった大きな違いがあろうかと思います。 

○沖谷座長 トレーサビリティで種別を書くことになっているんですね。それは義務で、

その種別の証明は今、登録制度という、社団法人のところを使っているんですけども、自

己申告は認めてないんですね、勝手にやってというのは。 

○酒井生産技術室長 そうです。一定の資格を持った者が審査をして登録するというルー

ルになってございます。 

○神田委員 ありがとうございました。トレーサビリティ制度では、父の方も申請すると

思っていたものですから、その違いがよくわからなかったのでお聞きしました。 

○沖谷座長 ほかにどなたか。 



- 15 - 

 小田委員。 

○小田委員 資料と、あるいは事例のサンプルでも出てまいりましたけれども、黒牛の「黒」

という表示をするに当たって、和牛と間違えてしまいがちなイメージもあるんですが、「黒

牛」という表現を使うことについてのルールはございますでしょうか。 

○沖谷座長 どなたか説明。 

○小林委員 よろしいですか、食肉の公取協をやっておりますので。 

 ガイドラインが実はあって、今日お配りいただいたものはごく一部でございまして、そ

のほかにさまざまな表示例と申しますか具体的なことを書いて、食肉の流通業者に頒布し

ております。 

 その中で、次回でもこのハンドブックをお配りすればよろしいかと思いますけれども、

その中で「黒」の文字を使用したブランドの表示を行う場合は、必ず牛の品種ですね。で

すから先ほどありました、稚内産の黒牛の場合には、黒毛和牛と何を掛けたものである、

あるいはホルスタインと黒毛を掛けたものであるというような、中身について必ず表示し

なさいというガイドラインをつくりまして、一応指導はしております。ここに書いてあり

ますように、残念ながらそれが徹底できていないという状況だけかと思います。 

○沖谷座長 よろしいでしょうか。 

○牧元食肉鶏卵課長 若干補足をして申し上げますと、今、小林委員からお話しありまし

たように、公正取引協議会の中で今、指導ベースで、「黒」の文字を使ったときには品種の

組み合わせを書きましょうということで、いろいろとお取り組みをいただいているところ

でございます。 

 ただ、なかなか不徹底というところもございますので、先ほどの資料５の中では、それ

を言ってみれば、今回作るガイドラインの中できちんと位置づけをするということで、さ

らに徹底を図るべきではないかと考えているところでございます。 

 なお、「黒牛」という表示の例につきましては、全国的にもかなり数が出ておりまして、

しかもその組み合わせもさまざまでございます。例えば、黒毛和種と乳用種を掛け合わせ

たものを「黒牛」と言っている場合もございますし、あるいは先ほど申し上げましたよう

な、黒牛とアンガスを掛けたものを「黒牛」と言っているものもございますし、品種の組

み合わせは、それぞれの黒牛によってさまざまという実態にもなっているところでござい

ます。 

○沖谷座長 では、議論に入ってしまいましたからいきましょう。 
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 神田委員。 

○神田委員 質問でもいいですか。 

○沖谷座長 はい。 

○神田委員 そうしたら、例えば国内産に限るというふうにした場合に、先ほどの資料３

でご説明いただきましたように外国での状況があって、そういったことが現状ある中でこ

のガイドラインをつくった場合には、外国のものはどうなるのかというか、その辺がどう

なるんでしょうか。その関係がよくわからないんですけど。使わせないようにするという

ことなんでしょうか。 

○牧元食肉鶏卵課長 ありがとうございます。今のご質問で、外国でも確かにいろいろな

表示があるのでどうなるのかというご質問かと思いますが、外国の表示に対して、もちろ

ん直接的に規制をすることはできないと思っております。 

 ただ日本の国内で、例えば和牛なら和牛、黒牛なら黒牛といったものにつきましてきち

んと定義をして、今回委員の皆様方の意見の集約のもとに、きちんとしたガイドラインと

いうことで打ち出すことができますれば、国内的にももちろん非常な影響力があると思っ

ておりますし、加えまして海外との関係におきましても、今、私どもの方で例えば食肉の

輸出の促進もやっているところでございますけれども、今後和牛を外国に輸出をしていく

ような場合にも、これはきちんと担保をされた和牛の肉なのだということを、外国に輸出

するときにもきっちり出していく。「本物の和牛はこういう和牛なんですよ」ということを、

輸出を通じてきちんと示していくことができるのではないかと思っております。 

○沖谷座長 よろしいですか。向こうで漢字がもう使われていて、秋岡委員が心配されて

いたことが実際に起こっている。だから、こっちからも輸出したときに漢字を使ったもの

と錯綜することになるんでしょうね。あとは、先にどこがやったかということで、にぎや

かなことになっちゃうなと思いますけど。 

 ほかに。 

 大木委員。 

○大木委員 とても初歩的なものですけど、和牛の登録制度ですが、これは大臣が認証し

た和牛登録協会とか幾つかありますね。それはそれでいいですけど、前回、登録するとき

にはすごいお金がかかってといろいろとありましたが、繁殖農家とかが、必ず登録するよ

うに約束しなきゃいけないとなっているわけですね。逃げ道で、私は繁殖農家でこれをや

ったけど登録しないで、どこかに売ってしまうなんてことはしないような仕組みになって
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いるということでよろしいんですね。 

○沖谷座長 質問ですが、お答えいただけますか。 

○酒井生産技術室長 確かに登録には、先ほど言いました、一定の資格を持った者が審査

に行くということで経費もかかりますので、その経費についてはいただいておりますけれ

ども、それを取ることによって和牛としての保証になるわけで、そのことが価値を持ちま

すので、今言われたようなことは、まずないと思います。 

○大木委員 まずないということで、そういうものにしないでどこかに売ってしまうとい

うことはありませんよということでよろしいんですね。生産者がそういう登録をしないで、

ここに売ったらいいわというふうに売るような、そういう闇的なことはしないということ

ですね。 

○酒井生産室長 売り先というのは国内のイメージですか。 

○大木委員 保証も。ただ、うちは和牛、こういうのをやっていますけども、そういう検

査もしてもらわないで売るということはないですね。 

○本川畜産部長 登録というか、登記をすれば黒毛和種の血統だということが証明され、

登記のある牛とない牛であれば全然値段が違いますので、先ほどもご説明したように

100％登記をしているということであります。 

 ただ一部例外で、昔、牧場に放ったらかしにしていて、親がはっきりしないという牛が

生まれたケースがあって、黒毛和牛であることはまず間違いないのですけれども、親が特

定できないものですから登記ができないという牛はいるのですが、これは登記のない牛と

して扱わざるを得ないと考えておりまして、それもほんの少数でございます。親が登録を

きちんと持った牛から生まれた子供は、100％登記をされているという実態であります。 

○大木委員 はい、わかりました。どうもありがとうございます。 

○沖谷委員 ほかにご質問。 

 どうぞ、神田委員。 

○神田委員 私も和牛は日本のすばらしい牛だと思っておりますし、それはさらによくな

ってほしいと思っております。 

 ただ、表示と情報提供のあり方という視点だけから見ますと、今日、資料３で実際にお

肉の写真があって、表示の例が挙げられていますね。これを見ますと、別にこれで情報と

いうのは私たちがつかめるのではないかと思うわけです。ですから、なぜ国産に限らなけ

ればならないのか。限った方がいいのだろうなとも思いつつも、いまいち理由がよくわか
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らないわけです。その辺が今日の資料とご説明では、ちょっとよくわからないかと思うの

ですが。 

○本川畜産部長 その資料の５ページをご覧いただけますか。この資料でご説明したよう

に、和牛の遺伝子がアメリカに生体や精液で出ていまして、アメリカにも向こうが「和牛」

と呼んでいる牛がいるわけです。それからオーストラリアにもアメリカからその遺伝子が

回って、オーストラリアにも「和牛」というふうに、向こうの方々が呼んでいる牛がいる

わけです。 

 そういう牛を日本に「これはオーストラリアの和牛であります」とおっしゃって輸出を

してこられて、そういう表示をして販売をされることになりますと、皆さん方は国産の和

牛だと思われる。和牛をそのようにお思いになってお買いになりますけれども、「豪州産の

和牛」というのが表示として存在することなるわけであります。そういう事態をどう見る

かということではないかと思っておるのですけれども。 

 それを良しとするのか、「豪州産の和牛」というのはちょっと違うんではないかというふ

うにお感じになるのか、そこら辺の議論ではないかなと思いますので、委員の方々でそう

いう論点からご論議をいただければと思っております。 

○沖谷座長 小笠原委員。 

○小笠原委員 今、本川部長が言われた件ですけども、私も要するに、小売段階でオース

トラリア産の「和牛」が売られている実態があって、それが著しく消費者に誤認を与える

という実態があるのであれば限定するとか、そういうような議論はあり得るんだろうと思

っておりました。 

 しかし、今日出された資料を見ますと、現在そういう販売実績がないという事実。それ

から食肉の公正競争規約におきましても、「和牛」という表示ができるのは４種と、和牛間

交雑種だけであるということがあって、既にガイドラインがあるわけですね。そういう中

でさらに国産の和牛にだけ和牛表示を限定するということは、消費者にあたかも輸入され

た牛肉の中に和牛があるというような、誤った認識を与えるおそれがあるのではないかと

思いますので、この表示については、もっと慎重にすべきではないかと考えます。 

○沖谷座長 川村委員。 

○川村委員 遺伝子で和牛かどうかというのが分析されるようになったとなりますと、オ

ーストラリアやアメリカに輸出された和牛というのは、分析してみれば結局、遺伝子的に

も和牛になるわけですね。それを差別しなければいけない状況が今後起きるから、だから
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今回、日本産の牛に限って「和牛」という名前をつけたらどうかということなのでしょう

か。 

○本川畜産部長 まさに日本の牛を持ち出して、向こうで戻し交配という形で、和牛の純

血が随分高まってきているわけでありまして、我々が申請をしているようなオレイン酸を

多く産出するような遺伝子があるかといえば、分析をしてみればある可能性はあるわけで

あります。 

 そういう意味で、和牛であるかどうかということで、和牛全体が必ずこうだと特定でき

るようにはなっておりませんので、そうではないという程度の除外ができるような、先ほ

どヘテロというのがありましたけれども、これが和牛だという特定ができるものではなく

て、他のホルスタイン種ではないとか、あるいはアンガス種でないということができる程

度の分析でありますので、先方に和牛だと主張されて、それを全く完全に否定できるかと

いうと、なかなか難しいものだと聞いております。 

ちょっと専門家に補足をさせたいと思います。 

○酒井生産技術室長 今、部長が申し上げたとおりでございまして、なかなか完全に分離

はできないというのが現実です。先ほど申しましたように、検出率は上がってまいります

が、残念ながら 100 にはならないということでございます。 

○沖谷座長 川村委員。 

○川村委員 あともう１つ、この資料の３ページを見たときに、私自身も肉の販売もして

おりますし、この表示を見て、「えーっと、これはどういう分類かしら」というふうな印象

を持ったんです。肉専用種と見ていきながら、同じ肉でもホルスタインの肉であれば何も

書かないのがホルスタインかしら、それとも価格が安いからこれはそうなのかしらとかい

ろいろ想像しないと、私自身でさえわからないこの表示の仕方というのは、牛肉が不安で

あるという消費者が結構いるもので、もうちょっと何か皆さんに表示の仕方のアピールと

いうんですかね、そういうふうなことをしないとわかりにくいんじゃないかなという印象

を持ったんですけども、いかがなものでしょうかしら。 

○沖谷座長 表示についてはもうちょっと後でもう１回議論することにして、和牛の遺伝

子が、今、選抜されて黒毛和種が日本で非常に立派に育っているわけですけれども、これ

からもずっとそれを維持していくのに、黒毛の中での遺伝子の多様性というんですかね。

今までも国のお金を随分使って守ってきたものが途中から流れていって、良いとこ取りみ

たいな形で。 
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 今度、向こうへ行って戻し交配をやると、近交係数が上がってくたびれてきちゃって、

またほかの和牛の遺伝子を入れなきゃならない。その時また日本がさんざん努力して、特

に雌牛の多様性を維持していこうと言っているんですけれども、それをまた持っていかれ

ちゃうと、せっかくやっていて、何か良いところだけまた持っていかれてという形で、そ

れがこの間の知的財産の検討会で問題になって、そういうことを喜ぶ日本の消費者であっ

てほしくないなと。 

 さんざん自分たちのお金を使ってやったものを、安ければいいという形で漏れていくこ

とをよしとするような消費者であってほしくないということで、国民の財産であるという

認識をしていきたいというのが、この間の知的財産のまとめだったんですね。 

 そのときの議論は、和牛は日本で営々とこれからも育てていくものであるということの

認識で、黒毛の和種の国産のものだけを「和牛」としようと。 

 和牛の中で幾つかあるんですけども、マークされているのはほとんど黒毛なんですね。

それも混乱しているんですけども、「和牛（黒毛和種）」と。あと、表示のところでその議

論をしたらいいと思うのですけれども、「和牛」と言ったときには、多くは 90 何％が「黒

毛」だということで、黒毛の話を。 

 褐毛とか短角はちゃんとした品種ですけども、どれぐらいやっていくか。これはまた議

論するところだと思うんですけれども、とにかく今話題になったのは黒毛であると。 

 この間の会議に僕は出ていたんですけれども、補足があったら関係の方、おっしゃって

いただきたいんですが、どうですか。理解はそれでよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○沖谷座長 ということだそうです。 

 惣宇利委員。 

○惣宇利委員 ちょっと別件ですけれども、今の資料３の８ページです。農水省の事務局

の方が調査されたということで、和牛の輸入販売量を正確に把握することは困難であると

いうことでこういう数字が出ていて、実際に輸入牛肉に係る和牛はほとんど販売されてい

ないということですけども、これの裏を読むといいますか、この数字を見ますと、ここで

もし販売実績ありというのを書きますと、言葉は語弊あるかもしれませんが、「私たちはあ

る意味、少しやましいことをしています」ということに、非常に近づくんじゃないかなと

思うんですね。 

 というのは、普通に国産のトレーサビリティのルールに則って飼った黒毛和牛を販売す
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ると。同時に、品質上ほとんど差がないと思われる輸入された和牛を、恐らく価格は相対

的に安いと思うんですけども、それを合わせてすべてワンセット、国産の黒毛和牛である

ということで販売することは、恐らく利益になることではないかなと思うんですね。 

 だからここの数字で、販売実績なしと出たのはむしろ論理的で、ありと出るのは非論理

ではないかと思うんですけど、そこは僕は何か大きな勘違いをしているのかどうか。私の

言っているとおりであればいいんですけど、そうでないということがあれば、説明をお願

いしたいんですが。 

○本川畜産部長 これは例えば、「オーストラリア産の和牛」という表示で販売をしている

かどうかということでありまして、それ自体は今のところ規制もないわけでありますから、

きちんとご商売をされた輸入ルートで、和牛だということを先方がおっしゃって、こちら

の業者もそれを信じて表示をするのであれば、今のところは大きなガイドラインもあるわ

けでありませんから問題はないのだろうと思っております。 

 現に３年か４年ぐらい前に、「オーストラリア産の黒毛和牛」という表示を私は、ある大

きいスーパーで見たことがあります。ですから、そういう事例はあると思います。 

 ただ今は、品種を本当に和牛として証明できるかどうかということを、いろいろきつく

お伺いをしているので、それが先方では、日本の登録制度のような形で表示をできる自信

がないので、なかなかこういう「豪州産和牛」という形での販売が今はなされていないと

聞いております。 

 ですから、やっていることが不正だということではなくて、本当に向こうで和牛だとい

うことが証明されるのであれば、自信を持って表示をされてもいいと思いますが、ただ私

もオーストラリアの牧場を見たことがありますけれども、「これが和牛だ」と言われたとこ

ろに頭の白い牛がおりましたので、必ずしも向こうで飼われている和牛が和牛だというこ

とを、確かに特定できるということにはならないのではないかなと思っております。 

 日本の場合には登録制度で、必ず生まれた牛から登記をして、和牛であるということは、

行政も含めて 100％証明できることになっておりますけども。 

 ですから、表示自体が「豪州産和牛」として今売ったからといって、直ちに問題がある

ということではないと思っております。 

○惣宇利委員 同じことを言っているのかもしれませんけども、私の思っているのは、要

するにオーストラリア産の和牛が日本に入ってきた場合に、オーストラリア産なんだけれ

ども和牛というクオリティー、品質では、国産の和牛と何ら遜色はないと。しかし、値段
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は安く仕入れたわけだから、それを国産の和牛という形で売るということが、現実にはま

かり通っているのではないかということなんですけども。 

○沖谷座長 それは産地偽装ですよね。 

 それはどうでしょうか。 

○牧元食肉鶏卵課長 惣宇利先生のおっしゃられたことは、今、産地の表示の義務づけが

なされておりますので、産地表示について今のお話で、例えば豪州で育てられた和牛と遜

色のない肉が豪州産の和牛として売られている例は若干ありますし、今後もあり得ると思

っておりますけれどもけれども、それを国産と名乗ることは明らかに違法行為でございま

す。かつそのことについては、現在トレーサビリティ法なりできっちり私どもの方で検証

する制度を持っておりますので、そういうことのないように、我々もいろいろな指導をし

ているところでございます。 

○沖谷座長 田中さん。 

○田中表示・規格課課長補佐 今、豪州産の黒毛和牛の話で、スーパーマーケットで「豪

州産黒毛和牛」として販売されているか、国産として偽装されているのではないかという

話ですけれども、それははっきり言って産地ですからＪＡＳ法に違反します。 

 １つ事例があるのですけども、ことしの５月に、先生は大阪市立大学ですが、大阪で「豪

州産黒毛和牛」として販売していた事例がありました。近畿農政局が調べた結果、それは

豪州のＦ１、ホルスタインと和牛のお肉だったという形で、７月に我々が指示・公表して

います。そういう事例があります。 

 実際にこれが黒毛和牛で、これがＦ１でという話になるのですけども、我々は基本的に

先ほど酒井室長から説明がありましたとおり、ＤＮＡでとりあえず１回ピックアップして

みて、限りなく和牛ではないよという話になりましたら、帳簿とかをトレースバックして

全部調べて、国産なのか、豪州産なのか、和牛なのかそうでないのかというのを調べて、

ＪＡＳ法に基づく措置をします。 

 以上です。 

○沖谷座長 ほかにございますか。 

 黒毛和種とかいろんな交雑ですね。アンガスも５％ぐらいはプライムという、一番いい

刺しの入った肉が出るんですけれども、和牛の黒毛は物すごい確率で、ほとんど出ると言

っていいぐらいの刺し、脂肪交雑が入る。 

 Ｆ１でホルスタインと掛けたものは日本で出ていますけれども、アンガスの雌に黒毛の
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雄を掛けたものが、ロースのところなんかは刺しの入り方が黒毛と全く同じです。普通見

ても目ではわからない。食べてみて初めてわかるということが、僕らの研究でわかったん

ですけれども。 

 黒毛和種純系は甘い味がするって、ずっと皆さん言っていたんですけども、それは香り

だったんです。桃とかココナッツミルクの、ミルク臭い香りじゃなくてですね。ミルク臭

い香りはホルスタインの肉の方がそのにおいがするんですけれどもそうじゃなくて、非常

に植物性の果物の香りであることがわかりました。それをずっと食べ続けていると必ずわ

かるんですけれども。 

 ですから、高級なしゃぶしゃぶ屋さんとかすき焼き屋さんでは食べてみてすぐわかる、

仕入れのときになってみてわかる。偽装が前にすごくあったんです。今のトレーサビリテ

ィはなかったんですけども、すごく高く買わされて、怒り狂っている大きなしゃぶしゃぶ

屋なんかがあったわけですが、今はトレーサビリティができてよくなったんですが。 

 それぐらい品質というか、おいしさの質が違うということがわかってきたんですね。そ

れも遺伝子で起こっているという関係がすごく強いんだろうという研究になってきたので、

いろんなものを掛けちゃうと、何が何だかわからなくなっちゃう。 

 掛けたものもあってもいいんですけど、純系が必ず世の中にいないと、ブロイラーも純

系がどこかにいないとブロイラーができないです。そういう形で和牛を世界の財産と考え

てもいいですよね。肉は輸出しますからそういう形で、きちんと識別できるおいしさを、

守って広めていったらどうかと。 

座長でちょっと申し訳ないんですが、僕自身はそういうふうに思っています。和牛とい

うのは品種名の総称名だと、黒毛等幾つかのね。だから和牛間交雑種を「和牛」と言うの

は、品種ではないですからね、交雑なので。 

だから表示のところでまた吟味したらいいと思うんですけれども、和牛というのは４品

種の総称、品種のグループ名という認識で、それは知的財産の国際間競争という時代にな

ってきたので、日本が守っていくということで、日本のものだけに名前をつけるというふ

うに世界に提案するということでいいのではないかなというのが僕の意見です。たたき台

として聞いていただいて、ご意見いただきたいと思います。 

 どうぞ、小田委員。 

○小田委員 これまでの議論もお聞きしていて感じた点ですけども、海外に出た和牛遺伝

資源が、限りなく和牛に近いことにはなっていても、和牛そのものではない。もっとわか
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りやすく言うと、いずれにしても交雑種という解釈が実態になるということなんでしょう

か。 

 あるいはもう少し言いますと、和牛の定義の部分で４種ないしは交雑種が和牛というふ

うに決められているわけですけども、技術的な問題としてＤＮＡ鑑定が必ずしも海外もの

と峻別できないというお話もありましたが、国内で４種ないしは４種の交雑されているも

のを考えたときに、海外に出ていった黒毛和牛は交雑種以上のものではないとすれば、入

って来るものも和牛ではないという考え方もできるのか、この点についてお聞きしていた

んですが。 

○沖谷座長 ちょっと具体的にはわからないんですけれども、１回でも違う品種が混ざれ

ば、戻し交配しても何百分の１というんですかね、ゼロには絶対ならないと思うんです。

ずっと雌も雄も黒毛で、その子供同士、いとこ同士とか、近親交配になりますけれども。

それで大分年数が経っているんですよね。だから、ちゃんと雄と雌が維持できるかどうか

が問題。奇形がいっぱい出る可能性があるんですよね。だから、それは全く経済的に成り

立たない。１回に１頭しか産まないわけですからね。 

 だから外国は欲しくて、純系の和牛の精子、あるいは雌も含めて、経済的に維持してい

くためには必要だというふうに、僕は認識しているんですね。 

○小田委員 お聞きしましたのは、消費者の理解の実態として、和牛＝国産という理解も

よくわかりますし、今のお話を聞くと、国内にしか実は和牛はいないんだという解釈にも

なるんだろうとお聞きしたわけです。という意味では座長おっしゃっているように、和牛

は国産しか扱えないとおっしゃる趣旨もわかるなとお聞きしていたんですけども。 

○本川畜産部長 今出ていっているものは、幾つかは純系を維持している牛がいるかもし

れません。アメリカに生体と精子が出ていますから、実態はよくわからないんですけども、

純系を維持している黒毛という牛がいるかもしれません。ただそれは、家畜登録をたどっ

て証明できる仕組みがないとすれば、なかなか難しいと思うのですが。 

 ただ、日本から和牛を持ち出すことについて法的な規制はありませんから、もし仮に外

国でつくった和牛を証明できて、日本に持ってくれば何々国産和牛として売れるというふ

うになっていれば、牛を持ち出してそういうような飼育をするという野心が生じてくると

思いますし、あるいは何らかの交雑種を純粋和牛だと偽って、和牛として持ち込むという

野心も出てくる可能性がございますので、そういうことも視野に置いてご論議をいただけ

ればと思っております。 
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○沖谷座長 今のその件について、知的財産を守っていくシステムで、具体的にはどうい

う計画があるんですか。日本から精子を持ち出す云々とか、そういうのをブロックすると

かって、いろいろ提案が出ていたんですけども。 

○酒井生産技術室長 それにつきましても、法的な規制については非常に難しい部分があ

りますけれども、先ほど座長から言っていただいておりますように、和牛は国の財産であ

るという認識を、関係者に強く持っていただくことが基本になろうかと思います。 

 その上で、雄牛なりを持っている人の意思に反して、海外に流出するなどというのを未

然に防ぐための仕組みとして、例えば精液のストローにバーコードの仕組みをつくって、

どこで使われたかはっきりさせるということや、あるいは家畜改良増殖法でストローのト

レースができる仕組みがございますけれど、それについてもう少し制度の改正すべき点は

改正するという形で、より流通の厳格化をするということ。 

 それと、和牛の遺伝子の特許の話が先ほどから出ておりますけれども、和牛の良さを遺

伝子レベルでも明らかにして、改良に活用しながら国の財産としての質を高めていくとい

うものを組み合わせていくという考えでございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 まだきちっと稼働してはいないんですけども、それをやる方向でということは決めて、

技術的な問題を練っていらっしゃるという状況なんです。ぜひそれも頭に入れて、連動し

て考えていただきたいなと思います。 

 どうぞ、惣宇利先生。 

○惣宇利委員 先ほどの本川部長の話のところでちょっと素朴な質問で申し訳ないですけ

ど。 

 日本の国産の黒毛和牛、ちゃんとトレーサビリティに則って、きっちり履歴のある生体

の黒毛和牛の雄、雌が、生体としてオーストラリアとかアメリカに輸出されるということ

は、これからも起こり得るというか、当然考えられるわけですよね。 

 そのときに、我が国の和牛というのは国の財産であるという言葉もあったんですけど、

その前に守れるのは、輸出を禁止するというのは、ＷＴＯとかいろんなややっこしいルー

ルもあるんでしょう。基本的には出ていくと思うんですよね。 

 だから一番あり得るのは、オーストラリア産の和牛といいますか、それからアメリカ産

の和牛が出てきて、それと日本の純粋の本来の国産の黒毛和牛との競争関係があってしか

るべきではないかと。国際世論としてはそういう議論になっていくような気がするんです
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けども。門外不出にするという議論は難しいんではないかという感触を持っているんです

けども、いかがでしょうか。 

○本川畜産部長 そこが私どものご提案なんです。日本の場合には家畜登録制度という制

度があって、トレーサビリティという仕組みがあって、必ず黒毛和牛であることが証明さ

れておりますが、外国に生体が行って、先方でどのような形で証明をなさるかということ

はありますけれども、今のところはそういう純血種を証明する仕組みがないところに和牛

が持ち出されて、そこで生産したものが和牛を名乗って国内で販売をされるということを、

消費者の方々としてどうお考えになるか。あるいは、ここにおられる委員方はどういうふ

うにお考えになるかということだろうと思います。 

 本当の競争関係なのか、そこに何らかの偽りが生じている競争関係なのか、そこはどう

いう形になるかわかりませんけれども、そういうことをどう考えるのかというのが、最大

の論点ではないかなと思っております。 

○沖谷座長 神田委員。 

○神田委員 今、委員がおっしゃったようなことを、私も申し上げようかなと思っていま

した。もちろん、外国において管理されるかどうかはわからないという言い方をすればわ

からないんですけれども、それはわかるようになるかもしれないということも、要素とし

てはちゃんとあるわけですよね。 

 そういうふうに考えた場合に、和牛というのはあくまでも種類ですから、外国において

も和牛は生産される可能性があるというふうにおっしゃったと思うんですが、そういう状

況の中で、今、表示の問題を整理するのは、私は無理じゃないかと思うんですね。 

ですから、ここのそういった諸々の、先ほどの純血がどうだとか、いろんな肉質だとか

栄養という難しいところはよくわかりませんけれども、そういったところを国際的にもも

う少し整理されていかないと、国産だけに限ると言われてもクリアな表示にならないとい

うか、誤解を招くような要素が、これでも一部残ってしまうのではないかという気がして

ならないんですが。 

○本川畜産部長 外国の生産実態等についてはわからないのですけども、今のところ外国

で黒毛和牛という種の純血を保証するような制度を持っている国はありません。生体が今

出ているということではなくて、平成 11 年以降、生体なりストロー、精液が出ているとい

う実態もありませんので、惣宇利先生や神田委員がおっしゃったような、直ちに競合関係

を招くことにはならないものと思っております。 
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 ただ、一定の整理をしておかないと、ずるずるとそういう実態をうまく利用するような

形になることもありますし、一定の整理をした上で、外国でもしそういう生産実態が出て

きたときに、また表示の問題をどうするかという議論を改めてして、再整理をするのも１

つの考え方ではないかなと思っております。 

 我々はまず今の時点で、外国にそういう生産実態がないということも踏まえて、今ご提

案申し上げているのは、家畜登録ということで純血が証明され、トレーサビリティで確実

に証明されている国産のものだけを、「和牛」として表示をするというルールをまず決めて、

その上で新たな実態が起こってくれば、そこは再整理をすればよろしいのではないかと考

えておるところでございます。 

○神田委員 しつこいようですけれども、産地の義務表示は今なされているわけですよね。

ですから今おっしゃった範囲でしたらば、３ページに事例がありますように、産地、「宮城

産の黒毛和牛」って書かれるわけですから、それでは駄目なんですか。なぜ駄目なのかと

いうのがわからないので。すみません。 

○本川畜産部長 ８ページにございますけれども、外国産の「和牛」というふうに名乗っ

て販売できる可能性が今あるわけでございます。ただ、それが純血の和牛なのか、交雑種

なのかということは定かではありませんけれども、輸入される方、あるいは先方の輸出業

者が、「これは和牛です」とおっしゃられれば、我々はそれ以上の調査のしようがないわけ

であります。 

 何々国産の和牛というものを、まず許容するかどうかというところからですね。それを

やっておかないと、街には「何々国産の和牛」という表示にして売られる牛肉が出てくる

可能性はありますし、現に今年の５月にも取締りがあったということでありますので、そ

ういう表示はまずやめていただくことが必要なのではないかというのが我々の考え方なの

です。 

 ですから、「何々県産の和牛」というのはあるのですけれども、「何々国産の和牛」とい

う表示を今していて、販売しているところはやめていただいたらどうかというのが、１つ

の大きな趣旨であるというふうにお考えいただければと思います。 

○神田委員 でもそれも、選択肢の１つじゃないですか。 

○本川畜産部長 それを消費者の方が許容されるのであれば、それはありかと思いますが。 

○神田委員 選択肢の１つだと思います。 

○本川畜産部長 ただ、「豪州の和牛」というのを我々として取り締まるというのが非常に
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難しいものですから、そこのところの表示をどう考えるかということではないかと思いま

す。 

○神田委員 じゃあ、どちらが先かということになると思うんですけれども、それで選べ

るすべがあれば、今そうなっているんじゃないか。もちろん、先ほど川村さんがおっしゃ

ったように、お肉の全体的な表示の仕方で見直すところがあるかもしれませんけれども、

和牛についてはそれで情報提供ということではいいような気がするんですね。整理すると

ころは別のところで整理するべきじゃないかなと思うんですけど。 

 すみません、こだわり過ぎかもしれません。 

○沖谷座長 秋岡委員。 

○秋岡委員 すみません、表示のそもそも論になってしまうんですけれども、多分表示は

消費者が買いやすいためだけにあると。消費者が区別できればいいのではないかと言えば、

多分そんなに厳密にやらなくていいと思うんですけども、多分表示は、一見消費者の買い

やすさのためにありますが、やはりそれはそれをつくった人たちを、日本の国内の畜産家

の人たちとか、和牛とかを改良してきた人たちを、これからマーケットがグローバル化し

ていく中で、知恵だとか、お金もそうですが、使ったものを日本の中のマーケットがグロ

ーバル化していく中で、どれだけ差別化していけるかという、両方の視点があって議論さ

れるべきなのではないかなと思っています。 

 今日は畜産部の牛肉の表示の会議に出させていただいていますけども、多分その考え方

というのは、今問題になっている丹波黒豆の問題であるとか、それに通ずることであって、

表示の問題は単なる買い物のためのツールということではなくて、もう少し日本の農業で

あるとか、国策であるとか。 

そうすると、国産品愛用はおかしいとか古いとおっしゃる方もいらっしゃると思うんで

すけども、それは１つのご意見として伺いますが、例えばドイツなんかは「バイ ジャー

マン」という風土が物すごく強いですよね。それはいけないことではないんだと私自身は

思っているので、あえてこの２つの視点から表示のあり方とか、和牛を国産のものに限定

すべきかどうかということを検討していただけたらなと思います。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、川村委員。 

○川村委員 黒毛和牛を飼っているんですけども、この登録書とか子牛登記書とか見てい

ただくと、本当に５代祖まで全部きちっと表示されているわけです。そして、新しく人工
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授精するためにも、農家サイドではどの雌雄牛をつければどうなるかということをすごく

真剣に考えながら１頭１頭の牛をつくっていくというのが、今の実際の日本の繁殖農家の

現状なわけです。 

 これは先般の第１回の会合でも言ったんですけども、100 年以上も日本でずっと続けら

れていって、改良されながらよりいいものを消費者に提供しようという農家の、本当に熱

い思いから現在の和牛ができているということを、今まで皆さんに話していなかった部分

もあるんですが、だからこそ知的財産とかそういうふうなことも言われていると思うんで

すよ。 

 ですから、この長い間の努力が本当に認められるような表示にならないと、日本の和牛

農家は浮かばれないんじゃないかなという思いを、生産者サイドは持っております。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 小笠原委員。 

○小笠原委員 私は表示というのは、消費者の商品選択の基準であると思います。ＪＡＳ

法の品質表示基準も、そのような考え方でつくられていると理解しております。 

 和牛が我が国の財産であることはよくわかります。それから、肉牛農家のご苦労等は非

常に私もよくわかっており、それはよくやっていただいていると思います。 

 しかしながら、それは別途の農林水産省の施策の中で考えるべき話じゃないかなと思い

ます。 

 それから、例えばＤＮＡ分析だとかいろいろあるわけでありますから、そういうふうな

ことを踏まえれば、十数年前に輸出したものがそこで純粋培養されて、今残っている可能

性は低くて、現地に適応できる牛とするために、交雑種となっているんじゃないかなと思

います。 

 交雑種がほとんどであるという情報提供を、国が消費者に行っていく。その上で商品を

購入していただく。それが筋じゃないかなと考えます。 

 以上です。 

○沖谷座長 どうぞ。 

○本川畜産部長 表示は消費者の方への情報提供ということもありますけれども、その良

し悪しを考えるときに、やっぱり優良なものと誤認するような表示になってないかどうか

というのを頭に置かなければいけないと思います。 
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 先ほど川村さんおっしゃったように、日本の和牛はああいうご苦労をされて、非常に苦

労してつくったいいものです。それを「何々国産和牛」と名乗ることで、それと同じよう

な優良なものであるような誤解を与えるのであれば、そこはどうするかということをご検

討いただく必要があるのではないかと思います。 

 日本の場合には、きちんと家畜登録もして、育て方をきちんと登録して、氏素性のわか

るものを、向こうも汗をかいて育てているわけですけれども、こちらも汗をかいて育てて

いる。そういうものを「国産和牛」と呼んでいるわけです。 

 品種等が特定されないものを「和牛」と名乗ることによって、日本の非常に優良な和牛

と誤認させるような表示になっていないかどうかということを、我々は非常に心配をして

いるということであります。先ほど来の議論の補足をさせていただければと思います。 

○沖谷座長 武田委員。 

○武田委員 今までのご議論をお聞きしたり、前に私もお話しさせていただいたんですけ

れども、国産牛の中の和牛というのは４種と４種の交雑種だと決められております。そし

て日本の場合のようなトレーサビリティ、個体識別番号ということで履歴を追跡しており

ます。先ほどお話があったような、ＤＮＡの鑑定ができてきます。それで「和牛」という

ものが限定されてきているわけですよね。そこでなぜ、「和牛」はここに限定するというこ

とが、何でかなというのが疑問の１つですね。 

 ここの議論は表示の問題となりますね。表示の問題と、それと最初からお話のような、

遺伝子の保護というんですか、知的財産の保護があるわけですね。知的財産の保護とか遺

伝子の保護というのは、またここの議論とは別の問題じゃないかなと思ったんですけどね。

それはいかがなものでしょうかというのが私の質問です。 

○沖谷座長 「和牛」という言葉の取り合いですよね。これは品種総合名として、畜産の

事典とかいろんな辞書にも出ているんですけれども、ブランドではないですね、和牛とい

うのは。普通名詞というんですかね。ですけれども知的財産の議論があって、特定化しよ

うという。 

 例えば、スパークリングワインをシャンパンと言う感じのニュアンスがあることは確か

だと思います。 

 それから、先ほど表示は消費者の選択が中心であるとおっしゃったんですけど、それは

ＪＡＳ規格についてはそうなんですが、品質表示基準には消費者の選択に資するというこ

とであって、品質云々かんぬんというのは一切書いてないですね。原料の生産地、生鮮品
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の原産地と言っていますけども、それは全く消費者の選択に資するということであって、

その品質がＡ産地とＢ産地がどう違うかという話は一切、議論されて決まったものではな

いと僕は理解しているんです。 

ですけども、規格品のＪＡＳマークがついているものについては、品質でちゃんと証明

できないとつけないことになっています。法律が１本になっていて混同しているんですけ

れども。 

 どっちかというと、今ここで議論している表示は、品質表示基準の方のセンスだと思う

んですね。だから生産地応援もそれでできるというね。生鮮食品については地産地消で生

産地応援することが必要だという消費者がいっぱいいるわけですね。そういうことの理由

はちゃんと書いてありませんけど、利用できるようになって表示していると。 

 ですからこの場合もまさにそっちの方であって、品質云々かんぬん、ＪＡＳ品としての

規格だとかそういうものとはちょっと違うというふうに私は認識しているので、生産部門、

あるいはつくってきた財産の部門について、今「和牛」という言葉を使っているんですけ

れども、その中に生産側の遺伝子を守ってきた人たちの思いを入れて、市場に制限をかけ

ていただけないかということだと思うんですが。 

○本川畜産部長 先生は遺伝資源の検討会の方も座長代理もやっていただいたのですけど、

我々は純粋に表示の議論としてやっていただければ良いのではないかと、食肉のサイドは

思っております。 

 確かにこのように何かやることによって、遺伝資源の保護につながれば、それは生産者

の方々にも、ご苦労されてきた方にも良いわけでございますけれども、表示の問題であり

ますから、申し訳ありませんが、意図せずして、故意に何か一定の方向に誘導するという

ことではなくて、私先ほど来ご説明しているのは、優良誤認という観点からいかがかとい

う視点から捉えていただければと思います。 

 日本のきちんと系統のたどれる国産の和牛と、それから必ずしもそれはとれない、交雑

種かもしれないものを外国産の和牛と名乗ることが、優良誤認につながらないかどうかと

いうことを、そのポイントでご判断をいただけないかというのが、表示サイドからの議論

でございます。 

 それが結果として、遺伝資源の保護なり何なりに寄与すれば、それはそういうことを望

んでおられる方々も非常にお喜びになるということであろうと思いますけども、必ずしも

そのためにこれを限定するということではなくて、それは優良誤認になっているかどうか
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ということを、私どもとしては基準にご判断いただけないかなと希望しております。 

○沖谷座長 どうぞ。 

○惣宇利委員 今、本川部長のおっしゃった意見は、これから 10 年ぐらいのスパンでいけ

ば優良誤認を避けると。そして国内の生産者をある意味保護するまではいかないけども、

保証するといいますか、保護する形はいいかなと思うんですが。 

 今日まだ議論していない黒豚もそうなんですけども、黒毛和牛にしましても、日本の牛

の消費需要の中のウェイトからいって非常に低いわけですね。そんなにないわけですよ。

約 50 万ｔの中の 13 万ｔですか。そんな数字だったと思うんですけどね。それから黒豚も

非常に少ないわけですね。 

 そして日本の国内というのは、今のトレンドでいけば少子・高齢化路線に入っているわ

けですから、そういうところでなおかつ日本の黒豚だとか、黒毛和種を生産されている方

にとって、もっと長期で見れば一番のマーケットは海外ではないかと思うんですね。お隣

の中国なんかは、潜在的なポテンシャリティーは非常に高いのではないかと。 

そうすると、結局日本産黒毛和牛で輸出すると。それから同時にまた、アメリカはアメ

リカとして、あるいはオーストラリアはオーストラリアとして、「オーストラリア産和牛」

とか、ローマ字表示するかもしれませんけども、「アメリカ産和牛」という形で、それが北

京なら北京の店頭に並んだ場合は、お米に例えて語弊があるかもしれませんが、同じコシ

ヒカリといっても、我々コシヒカリの中でまた区別していると思うんですね。「どこどこ県

産のコシヒカリの方がいいんじゃないの」という形でですね。 

だから「米国産和牛」と言うときに、「和牛」という言葉が入ったとしても、「米国産和

牛」という言葉全体をワンセットで評価するという。だから、コシヒカリもコシヒカリで

は評価せずに、産地等の名前でワンセットが、いわば表示としての力を持っているんでは

ないかと思いますので、超長期的には私は海外でのマーケットで「日本の黒毛和牛」、「ジ

ャパニーズ和牛」、「あれは品物が違うんだよ」という形で定着していって、世界中でどん

どん売れるといいますか、そういう方向まで超長期的には考えていくべきではないかと。 

だから、短期的にはガードをある意味固めるという形のものが認められますけど、長期

的にはもっと発展するという意味では、和牛という言葉をたとえ使ったとしても、質が違

うということは食べたり、いろいろすればみんなはわかってくるわけですからね。評価は

国民によって違うと思うんですけどね。そういう展望も、一方では僕は必要なのではない

かなと思うんですけども。 
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○武田委員 例えば、プチトマトだとかジャガイモだとかトウモロコシもそうですけど、

１代で終わるわけにいかないんですか。１代Ｆ１。そうしたら次につながるわけじゃない

ですか。いつもいつも日本から行かなきゃいけないということになるんじゃないですか。

種屋さんの発想はないんですか、こういうのは。 

○沖谷座長 Ｆ１だけしか存在しないという。 

○武田委員 そうそうそうそう。 

○沖谷座長 ブロイラーがそうですかね。何代かの合成で、５世代ですよね。 

○武田委員 トウモロコシや大豆なんていうのは、そこの種屋さんが世界の巨大な企業に

なってますわね。そういうわけにいかないんですか。 

○酒井生産技術室長 おっしゃるとおり、トウモロコシなどはハイブリッドが一番性能が

高いということで、毎年種を買い続けなければいけないということで、戦略物質になって

おります。 

 同じような例で言いますと、鶏などはブリーディングをしているところがほんの２～３

カ所ということで集約化されております。そこはもとは出さない。原々種から先を出すと

いう形で抑えられておりますが、牛にはそういった世界はないだろうと考えております。 

○武田委員 それで世界的戦略を持っていかないと、どんどん抜かれっ放しになっちゃう

んじゃないかなと思うんですけども。 

○酒井生産技術室長 鶏の使い方として４元交配ということで、４種類のピュアな系統を

うまく組み合わせると能力を発揮するという使い方をしておりますので、今のような戦略

がとれるということだと思います。 

○武田委員 表示の問題とは違っていますけど。 

○酒井生産技術室長 はい。 

○沖谷座長 遺伝資源の云々かんぬんの内容と、それから表示と２つに議論が。今日最後

に、和牛についての表示法に結論めいたものをと思っていたんですけど、どうも出そうも

ありませんから、３時半ぐらいまで議論を尽くして、まだ数回予定されていますので、そ

こでコンプリートにしたいと思います。今日はまだ議論がいっぱいあるように思いますね。

表示の分類についてまだ議論に入っていませんから。今、「和牛」という文字だけについて

ということなので。 

 まだ大分時間がありますけども、その間は大いに議論していただきたいと思います。ど

うですか。 
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 和牛の消費量は少ないとおっしゃいましたが、それは確かにそうなんですけれども、Ｆ

１が非常に有力なソースになっているという事実もあるんですね。牛乳をとるためにホル

スタインを育てていて、牛乳が余り始めたときに、それじゃ乳の出さないＦ１をつくろう

といって、一種の生産調整にものすごく使われているということで、その時もいい和牛の

品種がなければできていかないわけですよね。 

 ということで和牛だけではなくて、交雑種も当然範囲に置いて、今ちょうど中ぐらいの

値段ではそれがたくさん出ているわけですよね。それが支えていて。 

 ただ、それのもともちゃんとあるということもみんなで支えていかないと、上がなくな

ると今度真ん中のものをつくることができなくなっちゃうというのもあるんですね。その

ルールは、外国にホルスタインみたいに、世界できちっと品種を守っていくというんです

かね、そういうふうな形にはなっていないわけですよね。国際的にそんなにすき焼きとか

しゃぶしゃぶを食う民族はいないので、これから広めていくのもいいかと思いますけど、

ステーキとか焼肉とかで食べる文化が多いので特殊ですよね。ですから、今までの学問的

な蓄積というのは、我々しかできないんではないかと、そういう印象もありますね。 

○惣宇利委員 また瑣末なことを言って恐縮ですけども、今の日本の黒毛和種で高級な牛

を食べているというのは、結構年配の方が食べておられるんですよね。そして若者はあん

まり食べてない、お金がない面もあるんですけどもね。 

 だけど、僕はもう１つ大切だなと思うのは、日本の黒毛和種、特に霜降りの高級牛と言

われているのは、今の状態の黒毛和牛というのは、霜降り状態をよしとされているんだけ

ども、もっと長く見れば、あれが否定される局面も出てくるかもしれないですね。 

 例えばちょっと違う例で言いますと、日本ではマグロなんかは前は食べてなかったわけ

ですよね。だけど、明治の中ごろから突如と食べ始めるようになって、だれもが相手にし

なかったようなものが相手にされるようになる。世界中から見ていても、マグロの需要は

異常だと言われたりすることがあるんですけども。 

 逆にまた今度は、僕は何が言いたいかというと、日本の黒毛和種の霜降りの牛は脂が乗

って、そしてあれは体に悪いとか、そんなことを言われるかもしれないけど、どんどん品

種改良していって、日本の黒毛和種の霜降りのあの脂肪分に関しては、ものすごく体を太

らせるようなものにならないような技術も出てくると思うんです、恐らくは。 

だから、もっともっと変化すると思うんです、黒毛和種そのものも。それで世界のマー

ケットをとっていくことを考えていくべきじゃないかなと思っておるんですけどね、さっ
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き言っていたのは。 

○沖谷座長 というご提案ですけど、その研究はどこがやるかといったら日本の研究者で、

サンプルも日本にバラエティーがたくさんあるということなので、というバックグラウン

ドがあります。 

○小林委員 １つよろしいですか。 

○沖谷座長 小林委員。 

○小林委員 惣宇利先生はそういうふうにおっしゃいますけども、とりあえずこの議論を

やっているのは、まさに和牛というものが非常に価値高く取引されているという現状にあ

るので、こういう議論になっているんだと思うんですね。 

 １つ表示のことでいきますと、お肉の表示ハンドブックをコピーしたものがありますね。

ここの４ページに、表示のことについて書いてあります。原産地を示しなさいと。これは

先ほど言われたように、消費者の方も非常に関心が高いということで、原産地というのは

国産であるか、外国であるならばアメリカ産なのか、カナダ産なのか、オーストラリア産

なのかということですね。 

 そのことで言えば、資料３の１ページの一番左端のことだけを言っていけばいいわけで

すね、表示の面でいくと。 

 それからもとに戻りまして、ハンドブックの４ページで、これも消費者が当然関心が高

いというか、商売にも必要なグラム単価を掲載して表示して量目をあらわして、その販売

価格を示すと。これも当然必要な表示ですから。 

 それ以外にも今回トレーサビリティ法で、個体識別番号を示さなければいけないという

こと。それ以外にも冷凍のものであるならばそういうような表示をするということで、非

常に表示項目が多くなっているんですね。 

 その中にあって、あえて和牛ということを表示しながら販売者は売ってきた。これはだ

から、和牛という表示そのものがどこに位置するかということなのよね。 

 この表ですけれども、これちょっとおかしいと思うんですよね。牛肉の表示に関する現

状等についてという分類で、１ページで牛の区分について。和牛があって、黒毛和種以下

が５種類書いてあります。これ、「和牛」は要らないんですよ。この欄に一番右の黒毛和種、

褐毛和種、日本短角などの５種類が来る。 

 それからもう１種類、和牛間交雑種を入れて、その上の４つと掛け合わせたものを第６

番目にして全部で 11 種類、これなどはＢＳＥのときに決まった種別の種類ですね。 
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 和牛のオリジンが何なのかということを、もうちょっと真剣に議論したらいいかと思う

んですね。ブランド的でもあるし商標的でもあるし、例えば西陣とか、言われたようにシ

ャンペンですね。この位置に僕は類するのではないかなという感じがするんですよ。 

 あえて表示しなくてもいいものを表示している。その場合には、こういうようなもので

すよと言っているにすぎないわけですから。 

 したがって、和牛という表示をする場合には 100 年方、家畜改良等をしてきた歴史から

生まれてきた表示ではないかなと思うんですね。 

 感触で言っちゃあれなんですけども、そういう事実をはっきりつかんでいただいて、こ

れはやっぱり日本独特のものじゃないかなという感じがするものですから、和牛について

は日本で生まれ育ったものにすべきだなということではあるんですけども。１つ調べてい

ただきたいのは、そういう歴史的なもの。 

それから、それに裏づけるんだと思うんですけど、例えば和牛というのは登録制度のと

ころに書いてありましたね。１つは和牛登録協会、黒毛和種登録協会、褐毛和種登録協会

というような登録協会じゃなくて、総くくりで恐らく和牛登録協会というのができている

はずなんですね。 

そのほかに褐毛というのは後で加わったかどうかわかりませんけど、別のところででき

ているんですが、何も総くくりの名称で単に言ったんじゃなくて、そういう名称で日本の

食肉の販売者が売っていた、小売業者が売っていた歴史的な事実があるので、それを表示

としてちゃんと定義するためには、後からつけてこういうものでなければならないよとい

うような感じでされたのではないかなと。まず和牛肉、すき焼き用、薄切り幾らと言って

いたのが先なんですよ。ですから、そういう歴史的なことはちゃんと大切にしていただき

たいなと思います。 

そういうことを言えば、和牛は日本で生まれ育ったものに限るという意見に、ちょっと

私自身傾いております。 

この前もちょっとお話ししましたように、食肉公正取引協議会の席上では、何しろ牛肉

については６割が輸入ですよと。それから豚肉については４割が輸入物ですから、これは

政治で解決していただければいい話ですけれども、海外の生産意欲をそいでは困る、品種

改良的なものですね。いいものを輸出してもらうと。これはアメリカもオーストラリアも

同じことですから、そういう生産意欲をそぐことがないのかどうか。 

それからもう１つは逆で、今日は和牛だけの話で済んでいるんですけども、黒豚の話で
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す。黒豚も日本独特の言い回しだから、日本で生まれ育ったものに限るというふうにすべ

きだとは個人的には思っているんですが、それが国際的に考えると逆なんですね。 

イギリスから純粋のバークシャーを日本に仕入れて、それで品種改良しないといいバー

クシャーができないと思うんですね。これは生産者の方がお見えですからお話しいただけ

ばよろしいんですが。 

そこでいくと例えばイギリスは、日本がそういうことをやったんじゃ、日本に純粋バー

クシャーを輸出しないよというような国際間のあつれき、これは前提としてお話しして、

農水省なりの政策としてお考えいただけばよろしいので、私が言うのはちょっとおこがま

しいんですけれども、そういう意見がありますので、ぜひその線は考慮に入れていただき

たい。 

もう一度整理して言いますと、表示については消費者の方にわかりやすいように、買い

やすいようにという形でされている部分と、もっと消費者に対して決められたもの以外、

情報提供することが必要であって、品質的なものとしても、それから旧来からあるものと

しても、そういう範疇の中に和牛が含まれています。 

それから、表示でこれをしなさいよという話がなっていないんですけれども、小売店頭

では、例えば用途別の表示をしています。先ほど言われたように、しゃぶしゃぶ用という

んですね。これ、基本的にはする必要はないんですよ。だけども消費者にとって、それか

ら売りやすいようにそういう表示をしているわけでありますから、それと２つ区分してお

考えいただいたらいかがかなという意見でございます。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 ほかにどうぞ。 

 「和牛」という言葉、従来僕らが習ったのは４品種ですね。その時のいきさつを教わっ

てないんですかね。 

○小林委員 品種から来たんじゃないと思っているんですよ、私は。 

○沖谷座長 日本の農耕牛を改良して。 

○小林委員 改良しましたよね。要はいいものは「和牛」、その他のものは「国産牛」とい

うことで売っていたんですよ、昔から。その昔から言うと、「国産牛」も何も表示ないです

から、恐らく「上・中・並」という形で売られていたんですね。これはいいものですよ、

中間のものですよ、そうでないものですよということがあって。 

 その後、日本の国がちゃんと法制化されて、食肉の世界もルールがきちんとされて、そ



- 38 - 

れでグレードも、今で言うグレードを決めているのは、肉格協そのものの奨励規格しかな

いはずですけれども。それは店頭では表示されないですね、今、されていないのか。 

 そうじゃなくて、和牛であるか、その他国産牛であるか。和牛というのはいいものです

よと。要は産地まで指定して神戸牛何とかって売っているのは、西陣織のような形と同じ

ですし、国で言えばシャンパンだよというようなものと、全く同じものであるんじゃない

かなと。 

 発言のついでにもう１つ言いますと、和牛等に関する検討についての資料５です。前回

私も言ったんですが、要は「国産」という表示ですね。この中間に書いてあります、「和牛」

と「国産牛」の違い。先ほどから座長も、その他発言をされている方も、和牛は国産に限

ったらいいじゃないかという発言をされていますけども、これは非常にあいまいな表現で

ありますから、前回もご説明しましたように、国産牛というのは海外で生まれ育ったもの

も「国産牛」と呼んで販売していいという話になっています。 

ですからそうじゃなくて一番左の表現で、いわゆる「国産」というもののかわりに、「日

本で生まれ育った牛」という表現をお使いいただいてやっていかないとあいまいになりま

すので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

○沖谷座長 「国内産」という言葉と、それから公正競争規約だと思うんですよね、国産

牛は全部和牛も含めて国産牛なんですけれども、黒毛以外はみんな「国産牛」と表示して

いる、実態はそうだと思うんです。和牛も国産牛であると、あの分類ではそうなっている

ような気がします。 

○小林委員 そうじゃなくて。 

○沖谷座長 そうじゃないですか。 

○小林委員 いや、和牛は国産に限るというふうにした方がいいんじゃないかという表現

をおとりになったから、それはちょっとあいまいですからということなんです。 

○沖谷座長 時間も大分来たんですけれども、言葉のオリジンについてちょっと不用意と

いうか、軽く考えている部分がある。「和牛」という言葉のオリジンがどこで云々という。

それから、学術用語としてちゃんと規定されているのかどうか。 

 学術用語はブランドの名前として固定することは、恐らくできないと思うんですよね。

そのあたり、ちょっと吟味する必要があるんじゃないかなと。だから、次回に向けてです

ね。 

 そういうことも調べてほしいとか。それからこのページの内容の詳細がどうだとかいう。
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次はたたき台を出さなければならないと思うんですけれども、できたら黒豚もやりたいと

思っていますけれども、まだ１カ月ぐらい間がありますからその間に仕事ができますので、

ご注文を出していただきたいと思います。 

 「和牛」と書いてもわかんないですね、消費者は。和牛に品種を書かなければ全く意味

がない。そこもちゃんと議論されてないので、「和牛」という表示だけではほとんど消費者

の選択肢にはならないということですね。「和牛（黒毛和種）」、あるいは「和牛（褐毛和種）」

ということだと思うんですよね。 

 生産の部門の方も黒毛をずっと頭に置いておられるんですが、褐毛もいいところありま

すし、今、褐毛と黒毛の交雑もおやりになっている。すごくすばらしいことだと思うんで

すけども。 

 だから全部含めて今４品種ですね。それについて同じぐらいウエートをかけた議論をし

て表示を決めるべきだと思う。黒毛ばっかりに肩入れしたような考えにならない方がいい

んじゃないかなと。もう少しだから議論を伸ばしたいと思います。よろしいですか。大分

座長がしゃべり過ぎて申し訳なかったんですけれども。 

 事務局の方、よろしいですか、そういう感じで。 

 あと、どなたかご意見ありませんか。次回の予定も後から言ってもらいますけれども。 

 どうぞ、川村委員。 

○川村委員 和牛、４種類あるんですけども、本当に日本の国でずっと現在まで続いてい

る品種ですよね。そうすると、それぞれがその土地に適したものであるから現在まで残っ

ているんですよ。短角はすごく放牧にいいとか、それから四国の赤牛はジューシーでおい

しい。実際に私もいただいたこともあるんですけども。 

 というふうなことは、日本の国土をどう生かして、そしてその中でこれから先畜産をや

っていくかということを考えたときにも、それぞれのものの良さがあるからこそ現在まで

残っていて、それはやっぱり財産として、それを飼っている人たちも生き残れるような形

を、国民全体が日本の方に消費をしていただくことによって、守っていただける部分もあ

ると思うんですよね。 

 だから、ただ表示してわかりやすいということだけじゃなくて、秋岡委員もおっしゃっ

たような、本当にいろんな意味を持っている表示であるというのが和牛の特徴じゃないか

なということを感じています。 

○沖谷座長 大木委員。 
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○大木委員 今、生産者の方がおっしゃいましたけど、まさに消費者自身は表示はわかり

やすければいい、それだけじゃないと思うんですね。 

 私たち、アンケートをとりましても、この表示やりにくいわ、見にくいわということだ

けしか見ていなくて、生産者がどんなふうにしてやってきて、どういうふうにしてつくら

れてきて、こういう和牛ができていったかというアンケートをするとゼロなんですね、誰

も知らない。 

 そういうところも含めて、今回、和牛というものはここに、和牛の区分もきちんと書い

てありますし、消費者への和牛に関する正しい知識、情報の普及をもっともっとしていた

だくと、和牛というものがこういうものだというのがわかってくると思うんです。そこが

抜けています、確かに。どこでも教えてもらってない。普及は足りないと思っているんで

すね。 

 そのために、ただお店で買うときに、「これ安いわ、これこういうものだわ」って選ぶこ

とはできます。できますけども、このことを含めた考え方をしていないところがあります

ので、情報の普及ということを、ぜひもっともっと力を入れていただいて、和牛は本当に

知的な財産であるということを、国民として認識して、生産者だけのことと考えずに、み

んなでこれを支えていくことも表示の１つだろうと思いますので、ぜひそういう方向に持

っていってほしい。いろんなアンケートをとっている私どもの会としては、そう思ってお

ります。 

 先ほど「上・中・並」というのがありましたよね。そういう規格別の表示というのが何

十年もありましたけど、それは消費者のための表示じゃなかったと思うんですね。 

 私どもの会の運動としては、「上・中・並」というのはおかしい表示だ。これは部位別が

あって、部位によって料理が違うんだから、そういう表示にしなきゃいけないという運動

をかなりしてまいりました。20 年たってやっと、部位別の表示がどこにでも出るようにな

った。それに 20 年かかりました。これだけ大変な、理解されない、理解できないようなの

が肉なんですよ。 

 ですからそこも頭に置いていただいて、きちんとこれからみんなで協力して、和牛とい

うものの、伝統的にこんなに支えてきたものだというのを、きちんと根底に置いたものに

していっていただきたいなと思っております。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 小林委員。 
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○小林委員 座長の方から和牛の表示の検討、それから黒豚の検討以外に、和牛の中にお

ける品種の表示等について検討したらどうかということがありましたけれども、そこまで

いきますと非常に時間を要しますし、これはそもそもトレーサビリティのガイドライン等

をつくるときにも、それからこのハンドブック等をつくるときにも、かなり消費者の方も

入れて議論しましたから、それは別のところでしないと駄目だと思うんですね。 

 理由は、例えば和牛の中の各品種を示しなさいということになれば、これはほかにも布

衍するんですね。豚もそうですし、和牛以外の乳用種もそうですから、全部品種表示みた

いな形になっちゃうわけですよ。 

 量販店の小笠原さんがいてあれなんですけども、ここに表示ラベルがちゃんとあります

が、この表示ラベルに入れ込む項目が非常に多くなって、先ほど申しました個体識別番号

を入れるだけでも、かなり量販店等はコストをかけてやったと。 

 表示の項目が多くなればなるほどコストがかかることでありますし、消費者の方の意見

も２つに分かれまして、最終的には余り細かくするとわかりにくいと、逆に。ですから、

それはとりあえず品種ではないですけども国産牛、その輸入牛というようなところがわか

ってくれればいいと。 

 今言われた和牛そのものも、「それ、しなさいよ」という義務的なものじゃありません。

「するとすればこういうやり方でしなさいよ」ということだけでありますから、和牛の中

の品種まで示すという話になりますと、これはほかのものにも非常に及びますから、その

議論は恐らくやめた方がよろしいのではないかなという感じがいたします。 

○沖谷座長 承っておきます。 

 他にありませんか。 

 

（３）そ の 他 

 

○沖谷座長 先ほどもちょっと提案しましたけれども、次回は黒豚と思っていたんです。

もちろん黒豚にも議論は入った方がよろしいかと。一緒にやっちゃった方がよろしいかな

と。 

 次回は、海外から和牛がどういう形で入っているかとか、それから黒豚の海外での生産

状況とか、この間、第１回目でいろいろ質問があって、調べてほしいということがあって、

事務局の方でもやるんですけれども限界がありますので、実際にそういう生産とか流通、
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海外での黒豚、あるいは和牛の生産流通実態について、精通している方を参考人として招

致してはいかがかと思っています。これ、提案でございます。よろしいですか。 

 じゃあ、そのようにさせていただいて、人選については座長と事務局に一任させていた

だきたいと思います。 

 ですから、次回は黒豚の議論も出てくる。今日は黒牛の話が全然いかなかったんですけ

ど、黒牛と黒豚、どうもカテゴリーが同じような名前のつけ方なんですけど、それも含め

て全部一緒にやって、最終回に両方についての結論が出るような形になった方がいいかな

と。１個ずつ結論を出していこうと思ったんですけど……。 

○牧元食肉鶏卵課長 それでは、次回以降の予定についてご説明をさせていただきたいと

思います。 

 今、座長からご提案ございましたように、次回第３回は 10 月 30 日に開催を予定してお

ります。この回につきましては座長からご提案ございました、参考人をお呼びした上で議

論をしていただきたいと思います。座長からお話しございましたように、黒豚の話も含め

てです。 

 非常にご議論が多岐にわたっておりますし、また特に黒豚については和牛以上に前回い

ろいなご意見が出たということも踏まえまして、第３回の後に本当は取りまとめの会もち

ょっと考えていたんですけれども、第４回をもう一回ご議論をさせていただきまして、そ

こで一定の方向性なりをご検討いただきました上で、第５回にガイドラインの案みたいな

ものをご検討いただければというスケジュールで考えたいと思っております。 

 この第４回以降の日程調整はまだできてございませんので、これは事務局の方から別途

ご連絡をさせていただきたいと思います。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 そろそろ閉じたいと思いますけど、次回までまだ１カ月ありますから、ご質問とか調べ

てほしいことがございましたら直接事務局の方にお知らせいただいて、たくさんの情報を

入れてきちっとした議論をしたいと思っております。 

 では、本日は本当にどうもありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

閉     会 


