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開     会 

 

○釘田室長 定刻になりましたので、第３回の牛の月齢判別に関する検討会を開催した

いと思います。 

 沖谷座長、よろしくお願いいたします。 

 

  

あ い さ つ 

 

○沖谷座長 これから会議を始めますけれども、最初に伊地知参事官からごあいさつを

いただきます。よろしくお願いします。 

○伊地知参事官 委員の先生方におかれましては、本日は大変お忙しい中、第３回牛の

月齢判別に関する検討会に御出席をいただき、まことにありがとうございました。 

 この検討会も昨年11月12日に第１回を、本年１月19日に２回目を開催いたしまして、

米国が実施しました牛枝肉の生理学的成熟度に関する研究につきまして議論を重ねてき

ているところでございます。 

 前検討会の結果といたしまして、米国側から最終報告書に関する追加的情報の提供が

なされることになりましたが、本日は米国の最終報告書と米国から提出されました追加

情報の内容につきまして、科学的、専門的な検証をいただくとともに、本検討会として

の最終的な検討結果を取りまとめていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 

  

配付資料確認 

 

○沖谷座長 審議に入る前に、資料の確認をお願いいたします。 

〔報道関係者退出〕 

○釘田室長 お手元の資料を確認させていただきたいと思います。封筒の中に入ってお

ります。 

 資料一覧にございますとおり、議事次第、委員名簿のほかに、米国農務省による牛枝

肉の生理学的成熟度に関する研究の最終報告書、これは英文と和文の仮訳がついており

ます。なお、この報告書は前回、第２回検討会でもお配りしたものでございますけれど

も、その後、米側から提出されました別添のＤとＥと、この二つの別添資料が追加され

ております。 

 その他の資料といたしましては、前回までにもつけていた資料と同じでございます

が、これまでの検討会の経緯を踏まえまして、関係の資料が４－１から４－６までつい

ております。 

 それから、封筒の最後に、資料一覧の中に含まれておりませんけれども、「牛月齢判

別に関する検討会報告書（スケルトン案）」という２枚紙が入っているかと思います。

第３回目の会合を開くに当たりまして、座長からの御指示を受けまして、特に前回の最

終報告書の概要を簡単にまとめたものと、きょう御議論いただいた上で取りまとめを行

う上でのスケルトン、項目だけを書いたものをお配りしているところでございます。あ

わせてごらんいただきたいと思います。 

 それから、おそくなりましたが、本日は、６名の委員のうち柴田委員につきましては

御都合で御欠席でございまして、５名の委員に御出席いただいております。 

 以上です。 



○沖谷座長 資料、よろしいでしょうか。 

 これから審議を始めたいと思います。本日は18時ごろをめどに取りまとめができれば

と考えております。御協力のほど、お願いいたします。 

 

  

米国農務省が実施した「牛枝肉の生理学的成熟度に関する研究」の 

最終報告書の内容についての検証 

 

○沖谷座長 早速、議事次第の３に入りたいと思います。先ほど紹介のあった報告書、

スケルトンを、あらかじめ私からお願いして事務局に指示して作成してあります。お手

元にいっていると思いますが、これに基づいて事務局から、これまでの経緯について簡

潔に説明をお願いします。 

○道野課長補佐 「牛の月齢判別に関する検討会報告書（スケルトン案）」がございま

す。これを御説明することによりまして、第２回検討会での議論の内容と、今回新たに

提出された、資料でいうと、別添のＤとＥにつきましての、事務局からの御説明とさせ

ていただきます。 

 最終報告書の概要ということで、アメリカ側の報告書の概要をまとめたものでござい

ます。背景情報といたしまして、米国の牛肉生産システムは多様であるが、その生産・

飼養の実態分析に基づけば、と畜される肥育牛の平均月齢は約16から17ヶ月齢であり、

約９割は20ヶ月齢以下である。 

 米国では、農務省の格付検査官が年間2700万頭の牛枝肉について格付を実施してお

り、その格付の精度を確保するために、格付検査官の研修、監督官の配置等々を実施し

ている。 

 それから、格付の精度は全体として94％とされているが、Ａ40においては腰椎棘突起

上部軟骨の骨化が部分的にしか見られない等、明瞭な評価決定ポイントがあるというこ

とで、Ａ50との判別を非常に精度が高く行うことが可能であるということでございまし

た。 

 それから、サンプリングとデータ収集ということでございます。2004年の11月、昨年

の11月、４週間にわたって九つの食肉処理場で生産農場出生記録を確認できる肥育牛

4493頭について、データを通常の処理過程の中で収集したということでございます。 

 成熟度の評価は、米国の格付基準に基づいて、実際に参加した格付検査官が11名とい

うことでございました。 

 統計学的分析については、出生日を62日以下の間隔で確認できるサンプル3338頭を使

用したということでございます。これにつきましては、前回の検討会の際に米国側に提

出を求めた統計学的な解析結果も後ほど説明申し上げます。 

 月齢確認が可能なものが非常に限られているということで、報告書に出てくる集団、

サンプルにつきましては、偏りがある程度生じていることが指摘されております。 

 統計学的な分析ということでございますけれども、詳しいことにつきましては後ほど

説明申し上げますが、一つとしては、21ヶ月齢の237頭の枝肉についてはすべてＡ50以

上と評価されている。Ａ40以下と評価されているものはないということです。 

 それから、18ヶ月齢から21ヶ月齢の牛は1748頭ございます。すべてＡ50以上と評価が

されている。もちろんＡ40以下はない。 

 それから、これらの結果についてノンパラメトリックな統計学的分析を行うというこ

とで、21ヶ月齢以上の牛がＡ40以下に評価される可能性は99％の信頼度で0.26％以下、

より厳しく見た場合でも1.92％以下であると評価される。20ヶ月齢以下の牛から生産さ

れたことを保証するためには、Ａ40が適当な基準として機能すると考えられる。 

 これがアメリカ側の報告書の概要でございます。 

 アメリカ側から今回提出された資料といたしましては、資料３－１でございます。こ

れのページ数が打ってなくて申しわけないんですが、前回の資料の続きにつづってござ

います。アペンディックスのＤとアペンディックスのＥという形になっております。ア



ペンディックスのＤから御説明申し上げます。 

 アペンディックスＤに関しては、日本側の委員から、Ａ50、Ａ60というふうに判別さ

れたもので、特に21ヶ月齢もしくはそれ以上というふうに判断されているものの中にも

相当程度、実際には21ヶ月齢になっていないようなものが含まれているのではないかと

いうことで、その内訳について資料を提出してほしいという御要求がございました。こ

れがそれに対する答えでございます。 

 Ｄの資料を見るに当たって、前回提出されています資料３－１の中に入っていますけ

れども、あわせて34ページの表を見ていただきながら、ごらんいただければいいのでは

ないかと思います。英語の方で34です。 

○沖谷座長 日本語版だと24ページ、英語版だと34ページ。 

○道野課長補佐 ここの中で、Ａ50と判断をされ、なおかつ21ヶ月齢に関しては19頭ご

ざいました。その19頭の内訳でございますけれども、このうち２頭は正確に21ヶ月だと

いうことがわかっています。14頭については誕生日が58から59日の範囲内にあるという

ことで、かなりコンサバティブにというか、保守的に見積もった21ヶ月齢。うち３頭は

出生日が28日の範囲内にあるということで、これより21ヶ月齢以前、28日の範囲にある

ということでございました。 

 次に、Ａ60のうち21ヶ月齢ということで、また表を見ていただくと、21ヶ月齢の縦列

の中の19の下の69というのが該当すると思うんですが、これについて、うち４頭は正確

な出生日はわかっている。48頭は58から59の範囲、17頭は28日の範囲にあるということ

でございます。 

 これらのデータをさらに分類してみると、１ヶ月を30日として、要するに、計算方法

が別ですね。アメリカ側のレポートでは１ヶ月を30日として、推定日齢から月齢を推定

しているわけなんですけれども、この中で、その計算方法を少し変えてみればというこ

とで、例えば１ヶ月を30.4日とか31日とか、そういうふうに計算を変えてみると、Ａ50

と判断されたものも、もう少し若いものが出てくると、21ヶ月齢未満になるということ

が書いてあります。 

 １ヶ月を31日と計算しても、19頭のうち３頭は21ヶ月齢を超えると考えていただい

て……。 

 21ヶ月齢を超えるＡ60の88頭ということで、上の19頭と69頭を足したものの88頭につ

いても、同じことを計算すると、かなりのものが21ヶ月齢以下となると、そういうこと

が述べられています。 

 それから、アペンディックスのＥでございます。これにつきましては、統計学的な考

察を追加してほしいというふうに第２回の検討会の要請に基づいて提出されたものでご

ざいます。日本語の方を中心に御説明いたします。 

 内容としては、Ａ40と評価された枝肉について、21ヶ月齢以上の牛の枝肉が見つかる

確率の推定についてということでタイトルは書いてあります。前書きとしては、前回の

検討会でもアメリカ側から説明があったとおり、実測データではＡ40で21ヶ月齢以上の

枝肉は全く見つかっていないということなんですけれども、統計学的な分析をすれば、

当然のことながら、ある程度の数値が出てくる、ゼロにはなりませんよということが前

書きには書いてあるだけです。 

 次に、垂直方向への分析ということです。これは前回、タイトルにあるように、Ａ40

なり、Ａ50なり、一定の格付をされたものについての月齢分布を解析していたというこ

とがありまして、先ほどの大きな表ですね、全体の表を見ていただいても、横向きの分

析結果が主だったわけですけれども、垂直方向への分析というのは、今度は月齢ごとで

すね、各月齢から見て、どういった格付の枝肉が存在するかということを分析しましょ

うということで、垂直方向への分析というふうなタイトルがついております。結局、月

齢に従って成熟度が上がっていくということで、そういった月齢をもとにした成熟度の

統計学的解析をここではやるということが前提となっているわけです。 

 次はサブ・サンプルというふうになっております。これも先ほどの英語の資料で34ペ

ージ、日本語で24ページの表を見ていただければいいと思います。二つのサブ・サンプ



ルを考えているということで、一つは21ヶ月齢の237頭、もう一つは18ヶ月齢、19ヶ月

齢、20ヶ月齢、21ヶ月齢と、要するに、Ａ40が存在しているのは17ヶ月までなので、18

ヶ月齢以上21ヶ月齢以下のサブ・サンプルグループでＡ40は見つかっていないというこ

と、その結果に基づいて、それぞれ統計学的解析をしますということです。 

 それから、分析ということで、分析の手法としては、この二つについてノンパラメト

リックな分析、解析をするということで、その結果は、ｎが237の場合には確率として

は0.0192、より多くの結果とより大きな統計学的な力――日本語あれですけれども―

―、1748、二つ目のサブ・サンプルでの解析の結果としては0.00263という結果であっ

たということが述べられています。 

 実際のデータとしてはここまででして、あとは結論ということで、一つは17ヶ月齢を

超える牛のサブ・サンプル――先ほど言った二つ目の数字の大きい方ですね――は、当

然サンプル数が多くなるので、統計学的に推理した確率は低くなるということでござい

ます。サンプルサイズがサブ・サンプルの１と２では７倍違うということで、確率につ

いても同じだけの違いが出てきたというようなことです。 

 さらに、ここで書いているのは、アメリカ側において実施されるＢＳＥ対策が、こう

いった確率をもっと減少させるんだと、要するに、安全側に働いていますよということ

が述べられております。 

 最終的な結論としては、Ａ40以下という基準でもって21ヶ月齢以上、20ヶ月齢を超え

る牛由来の肉が日本に輸出されるということはありませんよということが保証できると

いうことが述べられております。 

 不十分だったかもしれないですけれども、概要とし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。 

 今までの報告について質問あるいは御意見があったらお願いします。 

○広津委員 きょうはどういう順番で議論されるのか全然把握してないのですが、ただ

いま一応の説明がありましたが、途中で何回か議論して、議論が入れかわったり、途

中、非公開でやられた議論も中に入っていますので、一般に聞いていると飛躍があった

り、自分自身のリコメンデーションも途中でちょっと変わったということがあって、非

常にわかりにくくなっていると思います。経緯を踏まえて最終レポートまで一度きちっ

とサイエンティフィックに整理して説明したいというふうに思ったんですが、それはど

の時点でやればよろしいでしょうか。 

○沖谷座長 きょうの予定は、報告を受けたものについて質疑に入って、質問を全部答

えていただいて、それをもとにして、こちらの委員からの解剖学的な観点あるいは生理

学的な観点、統計学的な観点で評価の意見を出していただく。それが１時間半ぐらいま

で予定しています。 

○広津委員 最後には意見と書いてありますので、それで結構です。 

○沖谷座長 数字がノンパラのときのバーティカルと、統計学的なところですよね。そ

こが一番肝心なので……。 

○広津委員 それで、ちょっと整理しておきたいと思います。今回、突然バーティカ

ル、ホリゾンと出てきていますから。 

○道野課長補佐 今、私が申し上げたアメリカから出てきた報告書の追加資料につきま

しては、前回の第２回の検討会が終わった後に、アメリカの間で専門家同士のやり取り

が数回ありまして整理されたものです。そういったことで、それぞれの御意見をいただ

く中で、パーツ、パーツのところで、アメリカ側に出された提言と、それに対してどの

ような反応でどういう評価かということも含めて、それぞれの先生方から、それぞれの

お立場で御発言といいますか、御意見をいただくということでお願いをしたいと思って

おります。 

○沖谷座長 ちょっと説明しますと、最終報告書の英語版の34ページのマチュリティが

Ａ20というのはこういうふうに書いてあって、最初のアメリカの報告ではＡ40のところ

の数字ですね、196、それで21ヶ月を超えるところはゼロというか、18ヶ月からあいて

いますね。その数字を使ってノンパラで……。 



○広津委員 全部使うと0.26％です。 

○沖谷座長 全部使うとですか。 

○広津委員 0.0026です。その数値に対する解釈のコメントも気をつけていただきたい

ということで……。 

○沖谷座長 御質問がなければ意見交換に入りたいと思います。意見交換の後には、時

間をいただいて、最終的な取りまとめをいただいて、検討会として報告したいと思いま

す。 

 最初、統計の部分は後にして、解剖学的な観点あるいは生理学的な観点から御意見を

いただきたいと思っております。スケルトンのこれに沿ってやります。 

 生物学的観点からの意見というふうに、この順番に埋めていけばわかりやすいと思い

ます。そのようにしていきます。 

 生物学的観点では、我々と解剖の先生方で評価してきました。これまでも意見出たの

ですけれども、確認も含めて、再度、御発言いただきたいなと思っております。どうで

すか。 

○九郎丸委員 生物学的観点からの意見ということなんですけれども、まず枝肉の成熟

ですけれども、これは骨化の程度、骨の形状、肉の色やきめに基づいて評価されており

ます。生物学的にも実際の月齢との間に、こうした特徴というのかな、一定の相関があ

ることは認められております。 

 それから、今回、米側から提示しましたＡ40の評価決定ポイントですけれども、仙椎

の明確な分離と腰椎棘突起上部の部分的な骨化、こういった特徴は若い月齢の牛の特徴

であるということは認められておりますけれども、これらの特徴に基づく実際の月齢推

定につきましては十分な文献等の生物学的な分野での知見がないというところはありま

す。 

 それから、成熟度ですけれども、４か５ぐらいの種類がアメリカで使われているわけ

ですけれども、この品種等の遺伝的な要因と、雄の去勢牛か、雌の未経産牛か、あるい

は育成、肥育といった環境的な要因によって、成熟度は影響を受ける。そういうことで

すから、その相関の程度、月齢推定の確かさについては、本研究の統計学的な分析を含

めて総合的に判断する必要があると考えられます。 

 それから、雌牛、未経産牛ですけれども、成熟に伴いまして分泌が活発となる性ホル

モン、エストロジェンが骨化を促進することは知られております。ですから、去勢牛に

比べると、雌牛の方がかなり早く骨化が進むということが報告されております。このこ

とは、Ａ40以下に含まれる雌牛が少ないこと、Ａ40の前後でサンプルの分布パターンが

異なる傾向を示すことを説明できると考えられます。 

 以上が生物学的な観点からの取りまとめということになります。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 ２番目に言われたデータがないということで、この研究結果を評価するという立場に

我々は立たされたということだと理解しております。 

 仮説としては、従来の予備的な知見としては成り立っていたんですけれども、バリエ

ーションがあったことは確か。ですけれども、それぞれのフラクションで見ると相関が

あるという数字が出ていましたので、それぞれの部分でやると相関があり、でたらめに

なっていないということのように私は判断しました。 

 中井委員、何かございますか。 

○中井委員 生物学的な観点ですね。 

○沖谷座長 格付も含めて……。 

○中井委員 私の立場から、枝肉格付の観点から申しますと、アメリカから当初出され

ていたＡ20から10ずつ判定するという、マチュリティを判定する基準で月齢を判定する

のは、全体を通して精査しますと、かなりばらつきが大きいです。 

 しかし、２度目の協議で、アメリカ側からＡ40より若いものを２０カ月齢以下とした

いとの提案があり、Ａ40とＡ50で区分した理由を聞きますと、先ほど九郎丸委員から言

われたように、仙椎の明瞭な分離、腰椎棘突起上部の部分的な骨化、の主としてこの２



点で判定したということでしたので、ここを基準に取れば、Ａ40以下のマチュリティ判

定で、20ヶ月齢以下であるということは妥当であると思われます。 

 それから、Ａ４０であるということが明確に判定される保証が、どうしても格付検査

員の目視に頼っていますので、この誤差を排除する必要があります。高い格付精度を確

保する意味から、どうしてＡ40に判定したかをしっかりと記録にとどめておく必要があ

ります。さらに、格付検査員による誤差を生じないように目あわせ、周知徹底などの研

修を積むということが最低の条件になると思います。 

 それから、月齢判定結果を記録に残すこと。ＨＡＣＣＰ方式では月齢判別がクリティ

カル・コントロール・ポイントですので、２０カ月齢以下と判定した記述をしっかり残

して、後ほどのフォローアップにつなげるという視点が必要です。すなわち、枝肉格付

工程への重要管理点を明らかにした標準作業手順書の導入等を通じた評価・格付結果の

記録とその保存等が非常に重要です。以上です。 

○沖谷座長 私からの感想なんですけれども、最初のレポートのときは、Ａ60というと

ころだったんですけれども、21ヶ月齢と20ヶ月齢の連続しているちょうど境目のところ

をどうやって切るかという非常に技術的に困難な問題だったんですけれども、今度は相

当距離を離して、色とかきめとかというのは連続して変わっていくんですけれども、今

度は隣同士の境界で分けるわけじゃなくて、相当ジャンプした距離を持ったところで分

けるということで、きちっとしたきめのところとか色なんかについても実際に記録して

パターンをつくれば、相当距離を持っていて、だれが使っても恐らく判定できるような

極めて遠い距離を持ったＡ40というところが決められたと思っています。 

 あとは統計的なそういうものを手配してもらうというか、そういうことかなと思って

います。 

 統計の先生でもいいですが、生物学的な問題で何か御意見あれば……。ないですか。

よろしいですか。 

○伊地知参事官 パワーポイントを準備しますので……。 

○沖谷座長 じゃ、10分ぐらい休憩しますね、早いテンポで進んでいますから。 

〔暫時休憩〕 

○沖谷座長 再開します。 

 広津先生、御意見、どうぞ。 

○広津委員 先ほど、お話していたことなんですけれども、最初から見ると、議論が随

分あっちこっちに行っていて、かつ、その中には公開じゃなくてやられたものもありま

すので、外から見ていると、大分論理に飛躍があるんじゃないかというおそれがあるこ

とと、もう一つは、統計分析に関しても途中であることに気がついて、最初と若干意見

が変わったポイントがありますので、その重要なポイントについて簡単にお話しして、

今回の米国のファイナルレポートに対する自分なりの評価と、結論までいくかどうか、

そういうお話をさせていただきたいと思っています。 

 11月17日は公開でしたから、多くの方はわかっていると思うんですけれども、このと

きサンプルの収集と解析についてコメントしたその中の主たることは、21月齢以上の牛

をサンプルに多く含めてほしいということと、言わずもがなであるけれども、ブライン

ド，ランダマイズテストが望ましいというのが、このときの主たるコメントです。 

 12月17日は非公開ですけれども、米国が一応データを取って解析してきたんですが、

その主たる解析が、実は21月齢以上と未満という二つの母集団に分けて、そのマチュリ

ティスコア分布ｔ検定で比較して平均の違いに高度な有意差があることを示したという

のが、そのときのレポートの主たる部分だったと思います。 

 それに対して議論して、母集団の平均に違いがあるのはいいと。委員の中にも、月齢

とかマチュリティスコアに関して正規分布を仮定するのはいかがかとかいう話もあった

んですけれども、マクロなｔ検定に関しては、そういう意味ではロバストネスがあると

いうことで、母集団で見たときに、平均に有意差があるのはいいでしょうということに

したわけです。 

 ただ、こちらの主たる興味は母集団の平均の違いではなくて、例えばある閾値で切っ



たときに、21月齢以上がどのくらい入ってくるかという意味で、むしろ個々の分布の方

に興味があって、その場合は、正規分布は非常にミスリーディングだし、実際、米国が

主解析でやってきた正規分布理論を当てはめると、たしか21月齢……。60、70で切れば

論外ですけれども、マチュリティスコア40で切ったときに、点推定値で2.5％ぐらいは

Ａ40以下になるというような結論になってしまう。だから、もっと別の解析を考えた方

がいいということで、ノンパラメトリック解析を含めて幾つかこういう解析があるので

はないかというのをサゼストしたわけです。 

 次、お願いします。次は、途中の議論はあるんですけれども、先日の１月19日の公開

で、これはある程度おわかりいただいていると思いますけれども、米側からデータに関

しては詳細な説明が加わった。先ほど説明の中で英文だと34ページですか、日本語だと

24ページぐらいにあるマチュリティと月齢の、統計的には分割表と表現しますけれど

も、ツーウェイデータがとにかくすべての話のもとです。 

 その詳細なデータが示されたわけですけれども、統計解析についてはいろいろな手法

でやってくるはずだったんですけれども、そういう話はなくて、先ほどから議論になっ

ているマチュリティスコアＡ40以下で見たら、18月齢以上の牛が観測されていないとい

う、あのマトリックスの右上といったらいいでしょうか、右上でカットポイントのよう

に見える、そこが強調されて特別な解析はなかった。僕は席上で期待した解析はなされ

ていないというコメントした覚えがありますけれども、これが19日の状態だと思いま

す。 

 そのときのこちら側のコメントが、Ａ40で確かに変化点らしいものが見えると、50、

60、70と比べると月齢分布がちょっと違うようである。ただし、この辺は人によって解

釈違うのかもしれませんけれども、Ａ40というのはもともとあった数値ではなくて、も

ともとＡ60、70を議論していて、データを見ている中でＡ40が出てきたと私は思ってい

ますので、その意味では統計的にいうと事後解析とか後知恵解析ということに当たる。

 したがって、ここの特殊性は本当かどうかというのはいろいろな手段で検証していく

必要があるということで、生物学的にきちんと説明できますかというようなことと、さ

らに、このレポートには統計解析らしい統計解析はなかったですから、可能な限り統計

解析を行って、もう一人の委員の先生とも話して、アペンディックスとしてつけてほし

いという形で要請したというのが19日までの経緯だと思います。 

 その段階で言えることとして、これは私が示したんですけれども、例えば250頭見

て、あるイベントを観測して、それがゼロだったら、そのイベントの出現率の信頼上限

は0.018ぐらいになりますよという数値は、そのとき示しました。もちろんフォーミュ

ラも示しました。この信頼上限の意味は、その後、何人かの人に質問されましたので、

きょうのスライドの最後に、わかりやすいと思われる説明を３通り入れてありますの

で、それは最後にしてください。ここまでが19日ですね。 

 次、お願いします。先ほど説明のあったアペンディックスがきたんですけれども、話

のスタートがマチュリティスコアで、マチュリティスコアで切るということを目的とし

たために、どうしてもマチュリティスコアを説明変数、月齢の方を被説明変数とするい

ろんな解析になるわけですね。 

 この段階ではいろんな解析をしています。普通の生のリグレッションアナリシス、ロ

ジスティック解析、プロフィット解析。マチュリティスコアごとに月齢分布がどうなっ

ているかという話をするなら、我々もその時点では適切だと思っていた幾つかの方法を

やってきたんですけれども、ここで我々の方も考えを整理して、これが今後かなり大事

な視点になると思うんですけれども、今までマチュリティスコアと月齢はバイバリエー

トもしくは、むしろマチュリティスコアで月齢を説明したい、だから、あるマチュリテ

ィスコアで切ったらある月齢は入ってこないとか入ってくるとか、そういう議論がした

いという立場で、こういう常識的に考えられる手法に迷い込んじゃったんですけれど

も、実際にはマチュリティスコアと月齢には因果関係があって、順序関係といってもい

いですけれども、月齢が進むとマチュリティスコアが進むというきちんとした順序関

係、因果関係がある。 



 もう一つ、これも大変大事なんですけれども、今回やったことは月齢に注目したプロ

スペクティブ・サンプリング、例えば21月齢以上をなるべく多く集めてくださいと言っ

ているように、月齢に注目しています。というのは、マチュリティスコアの方はと殺し

てからわかる話ですから、マチュリティスコアからプロスペクティブにサンプリングす

るということは、ある意味で不可能なわけですね。だから、どうしても必然的に月齢に

注目したプロスペクティブ・サンプリングになります。 

 そうすると、これは疫学の手法ではよく知られているんですけれども、例えば喫煙、

非喫煙と発がんの関係を追いかけるときに、喫煙グループ、非喫煙グループに注目して

プロスペクティブにがんの発生を見るのは、だれが見てもわかりやすいデータになるん

ですけれども、がん患者の方、がんを発症した人をさかのぼって喫煙者か非喫煙者かと

いう方向に見ていくのは、レトロスペクティブで、ある意味でわかりにくい解析にな

る。誤りを犯しやすい。 

 この時点で、はっきりマチュリティスコアの方を説明変数に取るのは不適切と考えざ

るを得ない。この例では、先ほどの34ページの表を見てもらうとわかりますけれども、

例えばマチュリティの方で切った条件つきで見ると、Ｂマチュリティのところは、実は

老齢牛より若齢牛にたくさん出ているんですね。表を見ていただければわかります。 

 だけど、そういう結論はおかしいのであって、今回、老齢牛22以上はほとんどサンプ

リングされてないわけですから、そこでＢマチュリティの数がただ少ないというのは、

これも統計的には誤りの分析に迷い込んでいる。そういう意味で、もしマチュリティス

コアの方で切って、それをリグレッサー、説明変数とする解析にこだわるんだと、同じ

解析でＢマチュリティまで進んだものの中には若齢牛が多いという結論を下さざるを得

ませんから、これがおかしいというのであれば、手法としておかしいということになっ

ちゃうわけですね。 

 それから、きょう出てきたバーティカル、ホリゾンタルというのは、従来のマチュリ

ティスコアから見て月齢分布を見るのをホリゾンタルといっています。今後は、とにか

く月齢に注目してマチュリティスコアの分布を見ようと、ここで使用したわけですが、

それで今回のレポートにバーティカル、バーティカルという言葉が生じています。この

辺で少し考え方が整理されたというか、ちょっと変わってきていることに注意してほし

いと思います。 

 そうすると、ノンパラメトリック解析のときに、今度はバーティカル、月齢の方をリ

グレッサーとして見るわけですけれども、21月齢の頭数237に、うっかり22月齢以上の

13頭を足して21月齢以上250を分母として、さっき250分のゼロで0.018という上限を出

していたんですが、あれはよく考えるとおかしい。というのは、22月齢以上の13頭は、

21月齢のときは、ひょっとしたら、まだマチュリティが十分進んでなくて、Ａ40以下だ

ったかもしれない。そういう可能性が否定できないものを、頭数を足してＡ40、ゼロア

ウトカムのところに加えるのはおかしいということになるので、正しくは250分のゼロ

ではなくて、237分のゼロになるということですね。 

 ただ、このときのサンプルサイズの違いはそう大きくないので、先ほどの信頼上限が

0.019、次の数値は余り意味ないと思いますけど、0.0192ぐらいに変更になる。そのと

きに、これを言うと、逆に20月齢、19月齢、18月齢がゼロアウトカムになっているわけ

ですけれども、その牛はそこでマチュリティがＡ40を超えちゃっているわけですから、

彼らは21月齢でも当然Ａ40は超えているということになるので、13頭を削るかわりに、

そっちを分母に入れることは考えられるというお話をしまして、そうすると、分母が

1700幾らになるわけですね。そのときに出てくる信頼上限が先ほどの話にあった

0.26％、1000分の2.6という数値になります。 

 とにかく、マチュリティスコアリグレッサーという話から、今度は月齢リグレッサー

という話にして、そのとき21月齢に限った237と、一応ゼロアウトカムである18、19、

20、21を足した1700幾らという二つのノンパラメトリックな母集団解析というのがここ

で出てきたことになります。 

 次、お願いします。そのときに、同時のコメントとして、月齢からのプロスペクティ



ブ・サンプリングということにしても、先ほどの34ページの表を見てもらうといいんで

すけれども、縦に見ても、14月齢、15月齢のところは、16から21に比べてマチュリティ

が進んでいるように見えるし、現実に結構Ｂマチュリティが出ている。それから、マチ

ュリティの最頻値を見ても、ここより14、15の方が高いというような、我々が期待して

いる相関からはちょっと説明できない不自然な部分がある。したがって、そこをきちん

と説明することが必要ですよというのが一つのコメントでした。 

 それから、Ａ40に関しては、生物学的な特殊性、自分はよくわかりませんけど、エス

トロゲンに関連した文献とか、いろいろ示されているようですけれども、もっときちん

とした説明あるいはほかに文献があるかとか、そういう調査も必要でしょうということ

が、このときの話し合いだったと思います。 

 次、お願いします。これがきょうの冒頭に説明あったファイナルレポートで、アペン

ディックスに入っている部分とアペンディックスからは省かれている部分がちょっとあ

ると思いますけれども、冒頭、説明あったこの部分ですね、これは、したがって、先ほ

どの我々のコメントがそのままここに来ているということになります。 

 次も、今申し上げた18月齢ｎ＝300、19月齢1048、20月齢168、ここもゼロだから、そ

れは21月齢でゼロということに足してもいいでしょうという話になって、先ほど申し上

げた1000分の2.6という数値が、このファイナルレポートに盛り込まれている。 

 私はコメントの段階でこの数値はもう出していたんですけれども、ここに書いてある

理由で、これは余りフォーマルとは言えない。こちらの数値に比べて、かなりインフォ

ーマルな数値になって、一人歩きされると困るから、アメリカへのコメントにはこちら

の数値は示さないでほしいというふうに言ってあったんですけれども、この数値が何か

のチャンネルで伝わったのか、あるいは22月齢以上を入れるのはおかしいといった瞬間

に、下を足してもいいんだなというのを独立に気がついた可能性も大きいですけれど

も、こういう数値がもう一つ示されたことになります。 

 ただ、18月齢から先を足しているというのは、あらかじめ宣言していたことではなく

て、ゼロであるということを見て、ずうっとさかのぼって、ここまで足すという形で足

しているわけですから、我々はデータドレッジング、データ底ざらえという表現を使っ

ていますけれども、初めから21月齢のところだけ見ている話とは、この信頼度は大分違

うわけですね。 

 余り一人歩きされると困るんですけれども、この規模のサンプルでも、本当に仮説が

正しければ、もう一回やれば、このぐらいの信頼上限は出てくる可能性はあるという、

そういう参考値として、これは見ていただきたいと思います。 

 それから、縦に見ても、14及び15月齢のＢマチュリティ、ここは17頭及び15頭ありま

すけれども、ここのマチュリティ、僕はＢマチュリティだけじゃなくて全体にマチュリ

ティが進んでいるということをコメントしたつもりなんですが、今回の回答の中ではＢ

マチュリティのところを調べてきたという回答ですね。 

 この17頭及び15頭を調べたら、それはすべてハイファー、これが未経産牛ということ

ですね。それから、種別、ブリーディングでいうと、ブリティッシュまたはそのクロス

であったという説明なんですけれども、この説明だけでは納得できないというのは、今

回のサンプルにブリティッシュとクロスは全体の88.5％占めているわけですね。だか

ら、他にも非常にたくさんいるわけで、これがほかの月齢では何で出てこなかったのか

というのは全然説明されていませんから、この部分は十分な説明とは私は思っていませ

ん。 

 次、お願いします。むしろ、これに関連してはいろいろ気になることがありまして、

ファイナルレポートに入ったか、それとも、まだ口頭の段階かどっちかわかりませんけ

ど、ある程度、今回のサンプリングには偏りがあるというのは先方も認めていることだ

と思いますけれども、それで気になる、例えばこういうことがあるというグラフに戻り

たいと思います。このグラフです。 

 これは１月17日の会合のときにもディスプレーしていると思いますけれども、今問題

にしている14月齢、15月齢、この15月齢のところをずうっと見ていただくと、全部で92



例なんですけど、90例がロット171です。かつ、それがすべて一人の格付員、ナンバー

９という人で格付されているわけですね。そういう偏りがある。 

 さらに、一つのロットということは多分一つの牧場、そうすると、飼育方法なんかも

交絡してしまうということになっていて、この種の偏りがどう影響するかというのは、

ある程度検討する必要があろうということになります。 

 もとへ戻ってください。我々、そういう危険性は初めからわかっていましたので、11

月17日のサンプリングに関するコメントでブラインド，ランダマイズははっきり言った

んですけれども、これがどういうふうに守られたかというのは一度確認する必要がある

のではないかという気がします。 

 もちろんランダマイズできる部分とできない部分があるのは当然ですけれども、ここ

で言っているのは、例えば格付員をランダマイズするとか、その人への提示をランダマ

イズするというのはいかようにもできるはずですね。ロットとかブリーディングとか性

別とか、もう決まっちゃっている部分のランダマイズはしょうがないんですけれども、

検査のランダミゼーションなんかはできたはずなんです。それはやったんだろうか、や

らなかったんだろうかということです。 

 そのほかにもいろんな角度で、どういう偏りがあって、どういう影響がありそうかと

いうのは、もうちょっと本当は見る必要があると思いながら、自分は忙しくて余りよく

見てない部分もあるんですけれども、吉田先生はもうちょっと詳細にデータを見られて

いると思いますので、この辺についてコメントがあったら、後でお願いしたいと思いま

す。 

 それから、これについては、先ほど中井委員からも若干話がありましたけれども、今

回のレポートでは、一般の格付員は高目につけるからむしろ安全側だとか、間違ったと

しても安全側だとか、Ａ40はかなりクリアで、非公式なデータだけど、９人中８人正当

というデータがあるというような説明があったようです。自分も十分精密に読んでいる

時間がないので、あるいは誤解があるかもしれませんけど、９分の８という数字があっ

たような気がします。 

 ９分の８は十分な数値と言えるかということもあるのと、それから、その際のサンプ

ルなんですけれども、ティピカルで、だれが見ても明らかなサンプルとは現実には限ら

ないわけですね。境界のデータなんかもどんどん出てくるわけですから、そういうデー

タも含めて格付員の格付の信頼性というのは、どこかで一回は見ておく必要があるかな

という気がしています。 

 次、お願いします。一つ前に戻ってもらえますか。 

 この議論の中で、例えば未経産牛が月齢に対してマチュリティが進むという議論がさ

れているんですけれども、そのときの僕が見たレポートではfig.３とfig.４なんですけ

れども、それがマチュリティスコアがリグレッサー月齢が被説明変数という形に変わっ

ています。初めからマチュリティスコアで切るという頭があるために、どうしても横軸

にマチュリティスコアを持ってきたいというのが……。 

 この場合の説明も、例えばハイファーで月齢に対してマチュリティが進むというな

ら、月齢を横軸で、ハイファーとステアで層別でリグレッションラインを書いて、ハイ

ファーの方が上になっているというのを言えばよさそうなんですけれども、そこも逆に

なっていますね。今回の月齢から見るべきだということが、まだ十分浸透してないのか

なという印象をちょっと持っています。 

 進めてください。それで、やっぱりこれを知りたいんですよね。我々が今できるの

は、最初に書いてあるマチュリティスコアＡ40以下のところに、月齢21以上がどのくら

い入るかというのが知りたいものだから、またしても、これがリグレッサーになるんで

すけれども、これとこれは間に式を入れると、かろうじてつながるんですけれども、統

計的にはBayesの定理ということなんですが、等式でつないでいくと、最初の等号は普

通の条件つき分布です。次は、そのとき出てくる分子の同時分布を、今度は月齢に関す

る条件つき分布で置きかえると、こんな式になるんですけど、ここでマージナル分布と

して、そもそもアメリカのと殺牛で月齢21以上がどのくらいの割合でいるのか、マチュ



リティスコアＡ40以下がどのくらいの割合でいるのかというのが推測できれば、ここの

推測値があれば、これが残るわけですね。 

 我々は一応、推定値持っているわけですね。21月齢以上でＡ40以下の推定値としては

0.019と0.0026という二つの数値持っているので、これとこれは結びつくんですけれど

も、ところで、ここの数値がどうも似通っているらしいんですね。上が７～８％、下も

７～８％。それが全米での数値というふうに聞いていますけれども、この部分は非常に

よかったと思っているんですけれども、今回のサンプルでも、ここはさっきから言って

いるように、3338分の250ぐらいですね。ここも3338分の250ぐらい。先ほどの34ページ

の図を見ていただくとわかります。 

 ここがコンパラだとすると、こっちではじいた推測可能な数値で皆さんが知りたいと

いうか、アメリカが出したがっているこの数値への一応つながりができるということに

なります。ただし、米側が再三言っている初めからこれを推測するのは今回のデータで

は無理だと私は依然として思っています。 

 それで、自分の意見を言えということですので、非常に個人的な意見ですけれども、

今回の閾値Ａ40、18ヶ月とかいうのが初めから仮説として出ていたものなら、僕は今回

の解析でいいと思うんですけれども、自分の印象では、それはデータを見た後から出て

きた数値だという印象を持っています。要するに、最初は、閾値はＡ60、70あたりで議

論していたということから、そういう印象を持っています。 

 それに対しては生物学的にちゃんと説明がついたという説明があるなら、それはそれ

でよろしいんですけれども、統計の立場から言うと、どうしても後解析という印象は抜

けないので、検証のプロセス、人間の臨床試験なんかでは常にやることですけれども、

仮説を見つけた後、もう一遍、それを検証するというのが通常の手続です。これをやる

か、あるいは、今日どういう結論になるのか知りませんけれども、もう十分信頼できる

数値が出たというので再開ということになるのであれば、再開しながらサーベイランス

のきちんとした機構をつくる必要はあるだろう。類似のことは中井委員もおっしゃった

と思いますけれども、その必要性を感じます。 

 最後は補足です。今までが一応の意見で、最後のページをお願いします。 

 これは、この間もいろんな記者の方にも聞かれたし、この委員の中でも若干説明が必

要なので、一度紙にちゃんと書きますという約束を果たしたつもりなんです。例えばあ

るイベントに注目していて、237頭見てゼロだったと、そのとき本当は、それでも混入

確率、出現確率がゼロとはもちろん言えないわけで、どのくらいの信頼上限があるか。

この99と、ここに19があると、二つの数字が非常に似ているために紛らわしいので、丸

めて0.02にしてあります。だから、本当はここは0.019なんですけれども、わかりやす

いように0.02に丸めています。 

 そこで信頼率99％で、信頼上限0.02。 

 その意味なんですけれども、フォーマルには、こういう信頼上限のつくり方をやる

と、例えば100回やったとすると、99回は正しく真の値を含んでいるというのがフォー

マルな説明です。どうしてもｐが0.02以下である確率と言いたくなっちゃうんですけれ

ども、この区間の方が確率変数で、それがｐを含むという言い方にしないといけないん

ですね。これが統計の初心者には非常にわかりにくいことなんですけれども、正確に表

現すると、こうなります。 

 別の言い方をすると、これまた仮説検定の知識が必要になっちゃうんですけれども、

これは帰無仮説の方になるんですが、帰無仮説が0.02より大きいという仮説を対立仮説

0.02以下であるというのに対して検定すると、このデータが出れば、帰無仮説は危険率

１％で棄却されます。 

 最後、これがわかりやすいかもしれないんですけれども、もし母確率が0.02を超える

ようであれば、237回サンプルを取って、その中に一個も観測されないというのは、100

回やっても１回も起こらないぐらいの珍しい事象だと。通常は、こういう信頼率で、こ

ういうことになれば、これ（母確率が0.02を超えること）は考えにくいという結論を

我々は出します。 



 ただし、ここはあくまで統計的な説明であって、この問題で信頼率99％はいいのかと

か、それで考えにくいと言っちゃっていいのかとか、そもそも0.02というのがリスク絡

みで考えたらどのくらいと評価されるかというのは、この辺の統計理論とは別の次元の

話になりますので、私の解説と自分の意見は以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 今の説明で、委員の方で質問ございましたら……。よろしいですか。 

 それでは、吉田委員、お願いします。 

○吉田委員 広津先生から詳細な説明があったので余りつけ加えることはないんです

が、何度かデータのやり取り、ペーパーのやり取りをしまして、先ほどあった英文の資

料だと34ページにマトリックスがあります。 

 月齢がマチュリティを決める。これは間違いないところなんですが、そうは言って

も、14の月齢のところの最頻値がＡ60で174という数字になっています。15の月齢のと

ころがＡ60で155になっていて、16以降がＡ50に戻っている。 

 だから、余り自然な分布ではないなということで、ここについての説明を求めていた

んですが、アメリカから返ってきた説明が、先ほど広津先生がおっしゃったように、マ

チュリティスコアで月齢を説明するような関数になっていたので、逆に本来の因果関係

に沿って、月齢がスコアを決めるという関数を計算してみました。 

 黒い線が雄ですね、赤い線が雌です。同じ月齢であれば、雌の方が成熟度が早いとい

う説明があったので、もらったデータで分析してみたのがこれで、確かに、14、15あた

りはかなり乖離がある。雌の方がスコアが進むということがあります。 

 それに添付されてきたのが英文の資料34ページのマトリックスの最頻値における――

これがわからないんですが――雄の比率が書いてありまして、実はここは雌が非常に多

いということが示されておりまして、これで、この逆転現象はある程度理解できるのか

なと思っています。 

 それから、Ｂ、Ｃに14、15月齢の牛がかなり大量に数字が出ていますね。特に14、15

に多いんですけど、この理由がまだわかりません。向こうから一応説明は来たんですけ

れども、私もよくわからない。細かい個々の数値をいろいろ調べてみたんですけれど

も、先ほど広津先生がおっしゃったんですが、特定のグレーダーに偏っていて、Ｂ、Ｃ

に出てきたのはほとんどそのグレーダーの方が格付したということがあります。 

 それから、ほとんど全部雌である。雌であるというのは、この数字から見ると大体よ

くわかるので、雌の方がかなり上の方へぶれると、マチュリティスコアが上の方にぶれ

るというようなことだと思います。 

 それで、スライドの方は結構です。 

 引き続きコメントいたします。 

 幾つかの疑問点は解消したんですが、依然としてよくわからない部分もなくはないん

です。今回のデータで見る限り、確率としては先ほど広津先生が出された数字が限界に

近いのかなというのが正直言って感想です。 

 私どもは、去年の12月の段階でアメリカから全部のデータをもらいましたので、当

初、11月の会合で示されたアメリカ側の分析プランのうちの幾つかについて、当研究所

の樋口研究員にお願いして、いろんな分析をやってみました。やってみましたが、出て

くる確率についてはノンパラメトリックの数字と似たり寄ったりなものであります。 

 したがいまして、アメリカでも似たようなことをやっているんですが、先ほど広津先

生がおっしゃったように、マチュリティを説明変数とし、月齢を被説明変数とするよう

な分析ばっかり出てきまして、解釈の違いというか、考え方がそろっていないのかなと

思っています。 

 いろいろやってみまして、数字的にも余り違わないということは確認いたしました。

したがいまして、いろいろ条件はつけることになると思うんですけれども、このデータ

でやる限り、こういう数字が限界なのかなというふうに思っています。 

 さらに説明力を上げて、より精密な推定をやろうと思えばやれないことはないんでし

ょうけども、この特別研究の目的からして、余り精密な分析をやっても実用に耐えない



ということがありますので、実用に耐えるような数字としては、ここら辺が限界なのか

なと思っております。ただし、いろいろな意味で、このたたき台にも少し書いてあるん

ですけれども、偏りのあるデータかなということですね。 

 以上です。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

○広津委員 ほかの解析の可能性があるかということなんですけれども、本来は、いろ

いろ仮定やモデルを考えて解析すると、モデルごとにいろんな数値が出てきまして、こ

ういう実学で統計を使う場合には、どのモデルが正しいとはなかなか言いにくいですか

ら、いろんな仮定で、いろんなことをやって、そこで幾つものモデルでサポートされる

数値を取るというのが、我々よくやることなんですけれども、今回のデータでどんなこ

とができるかという立場に立つと、先ほどから申し上げているように、マチュリティを

リグレッサーとするいろんな回帰分析に関しては、僕は完全に否定的です。 

 したがって、月齢から見たノンパラメトリック解析で、片方は参考値ですけど、二つ

の数値が出てくると申し上げましたけれども、月齢をリグレッサーとして、ほかの解析

はないのかというのが当然、質問としてあり得ると思うんですけれども、それに関して

は、先ほど来気にしている月齢の14と15のところでちょっとサンプルに偏りがあって、

そこで相関が逆転するということから、そこまで説明するようなモデルを考えると、非

常に奇妙なモデルになってしまって、多分受け入れられない。 

 したがって、今回に関しては、残念ながら、これ以降、このデータでいろんな統計は

考えにくくて、今回提示されている二つの数値で考えていただくということにならざる

を得ないと思っています。 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見ありませんか。統計の先生方にも本当に知恵を絞っていただいて、3000

からのデータで読み取れる限りを読み取っていただいて、本当にありがとうございまし

た。 

 生物系の人で何か御質問ありますか。 

○中井委員 十分分析されたと思います。それでなおかつ、それぐらいの確率で受け入

れられるという結論だったと思いますので、いいんじゃないかなというふうに思いま

す。 

○沖谷座長 ほかにございますか。 

 もう全部出し切りましたですね。 

 それじゃ、ここで暫時休憩を取って、報告書のスケルトンをもとにして、今いただい

たいろんな御意見を取り込んで報告書案の起草作業を行いたいと思います。作業が順調

に進めば、おおむね１時間後に再開して、報告書案を私が中心になってつくりますけれ

ども、それをここでお見せして、委員の確認をしていただきたいと思います。 

 これから１時間弱ですね、17時30分をめどに再開したいと考えます。よろしくお願い

します。 

 暫時休憩。 

〔暫時休憩〕 

 

  

その評価の取りまとめ 

 

○沖谷座長 再開したいと思います。大変長らくお待たせして、済みませんでした。 

 お手元に報告書の案を配付しております。どうぞごらんください。この報告書の案を

もとにして、これまでの議論を踏まえて、検討会としての最終的な検討結果について、

私の方から総括したいと思います。 

 最初のページはスケルトンのところで米側の報告の内容を書いたもので割愛させてい

ただきます。それから、２枚目のところ、検討会による評価。先ほどの会議でるる意見

が出たところをまとめたものであります。それらを踏まえて最後のページですね、



（４）の総合的な評価というのが総括になります。正確を期するために読ませていただ

きます。 

 

① Ａ40は、その評価決定ポイントとされている生物学的特徴からみて、Ａ50以上との

間において高い精度での判別が可能であるという意味において、枝肉の成熟度を客観的

に判別する基準としては、適当である。 

② 21ヶ月齢以上の牛由来の枝肉を排除する基準としてＡ40を用いた場合、統計学的分

析からは、21ヶ月齢以上の牛の枝肉が、Ａ40以下に評価される可能性は、99％の信頼度

で1.92％以下（18ヶ月齢から20ヶ月齢までにＡ40以下が確認されなかったという事実を

用いた事後解析によれば、0.26％以下）であるということが実証された。 

③ この結果を踏まえ、21ヶ月齢以上の牛由来の枝肉を排除する基準としてＡ40を採用

し得るか否かの判断に当たっては、対象物のリスク、すなわち、米国産牛肉のＢＳＥ感

染リスクの程度を考慮しなければならない。したがって、このリスク評価を踏まえ、こ

の結果がリスクの観点から許容し得るものであると評価できるものであれば、21ヶ月齢

以上の牛由来の枝肉を排除する基準としてＡ40を採用することは可能と考えられる。 

④ 以上の評価を踏まえ、Ａ40を21ヶ月齢以上の牛由来の枝肉を排除するための基準と

して採用する場合には、以下の点に留意すべきである。 

ア 成熟度を用いた月齢判別を行う場合、Ａ40の評価決定ポイントの明確化、検査官へ

の周知徹底、評価結果の記録とその保存等が必要である。 

イ 21ヶ月齢以上の牛由来の枝肉を排除するための基準としてのＡ40の有効性を確認す

るため、追加的検証又は実施後のフォローアップが必要である。 

 以上であります。 

 これについて、委員の方からコメント、何かありましたら、お願いします。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○沖谷座長 ありがとうございました。 

 今回の検討結果で、米側の最終報告書に対する検討結果を報告書の形で取りまとめる

ことができました。この報告書に附属資料を添付するなどして形式を整えた上で、私の

方から各委員にお諮りし、問題がなければ、事務局から厚生労働省と農林水産省のホー

ムページ上で公開したいと思います。 

 これで検討会が果たすべき事項はすべて終了したと考えます。３回の検討会を通じ

て、大変難しいテーマでありましたが、委員各位の御協力を得て何とか大任を果たすこ

とができました。改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 議事進行を事務局にお渡しします。 

○伊地知参事官 委員の先生方には、大変お忙しい中、昨年11月の第１回目の検討会以

降、本日に至るまで大変御協力いただきまして、ありがとうございました。 

 本当に限られた期間で詳細な分析、検討をしていただき、本日は検討会の報告書を取

りまとめていただいたことに対しまして、心から感謝を申し上げます。 

 今後は本日の検討会での検討結果を踏まえまして、米国が提案いたしました牛肉の格

付制度を利用した月齢判別方法の取り扱いにつきまして、政府として慎重に判断をして

いきたいと考えております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

  

閉     会 

 

○釘田室長 これで第３回検討会を終了いたします。 

 なお、約30分後に、この同じ場所で記者ブリーフィングを行いたいと思っておりま

す。 

 これで終了いたします。ありがとうございました。 

 


