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事業推進委員会座長／（一財）畜産環境整備機構 副理事長

原田 英男

事業推進委員会座長 原田 英男

「シェフと支える放牧牛肉生産体系確立事業」の概説

１．事業のねらい

近年の日本の牛肉の自給率は４割程度で推移してきた。本事業
が始まる前の平成28年度は、国産牛肉の生産量が減少し、38％と
27年度より２ポイント減少した。国産牛肉の品種別生産割合は、
和牛44％、乳用種30％、交雑種24％となっており、国産牛肉の３
割を占める乳用種が、一般家庭で日常的に食べられる牛肉の大半
を占めている。

我々の「主食」である乳用種牛肉は、肉質（格付）では「Ｂ２
の肉」とされてきた。乳用種牛肉のうち去勢の格付結果をみると、
２８年度の乳用種去勢牛肉の61％がＢ２、35％がＣ２であり、両
方合わせれば96％が「２」ということになる。これは１０年前の
平成18年度と比べると、８％あった「３」が５ポイント減少し、
「２」でも歩留まりの悪いＣが10ポイントも増加している。一言
で言えば、乳用種牛肉の格付成績は悪くなっているのである。

それでも、ホルスタインの去勢は、国産牛肉の主流としての位
置づけにあり、マルキン(肥育経営を対象とした国の所得安定対
策)の下支えもあって、初生牛→育成牛→肥育牛という生産システ
ムも確立されていることから、枝肉価格の如何に関わらず、玉不
足の昨今、初生牛(生後２週間程度の雄子牛)の「バブル」とも言
える状態が続いている。

それに引き替え、酪農の世界でもマイナーリーグである「ジャ
ージー種」は、生乳は乳脂肪率が高いことから付加価値高く取引
されるものの、雄子牛はほとんど牛肉としての価値を見いだされ
ず、農家の所得増にもほとんど貢献していない。

一方で、「特色ある生乳」への需要が着実に増えていることか
ら、ジャージー種やブラウンスイス種（タンパク質が高いため、
国産ナチュラルチーズ工房の増加により、ブラウンスイスのニー
ズも増えている）等を飼育する酪農家が増加しており、こうした
品種の牛肉としての附加価値を高めることは、酪農家の所得増に
繋がるばかりか、多様化する「牛肉」へのニーズを刺激するきっ
かけにもなるかと思う。

なお、平成29年時点でのそれぞれの品種の雌牛飼養戸数・頭数
は

・ジャージー 1,514戸、10,874頭 １戸当たり7.2頭

・ブラウンスイス 1,163戸、6,033頭 １戸当たり5.2頭

となっており、１戸当たりの飼育頭数はわずかで、集約しにくい
ことが分かる。（「ブラウンスイス」としたが、ホルスタインと
ジャージーの除いた乳用種が含まれる）

こうしたなか、平成29年度のＪＲＡ畜産振興事業として「シェ
フと支える放牧牛肉生産体系確立事業」（以下、「シェフ牛」と
いう）が登場した。著者は、農林水産省元畜産部長として、本事
業の事業推進委員会の座長として３年間の事業の推移をみてきた
ので、本稿でその概説を試みる。

先述したように、我が国の牛肉市場は、乳用種去勢、交雑種、
黒毛和種で３分されており、マイナーな品種として、和牛の中に
褐毛和種、日本短角種が位置づけられている。ジャージー種牛肉
は、ジャージー産地の観光レストラン等で味わうことができるし、
ブラウンスイスは地域に特化していないので、一部の酪農家など
で肥育されネット販売などで入手することは可能だが、誰でもが
入手できる環境はない。

このような品種ごとの消費市場は、これからも大きく変わるこ
とはないと思うが、最近の「赤身肉」ブームなどを背景に、ホル
スタイン種だけでなく新たな赤身肉品種を求める消費者の声も聞
かれるようになってきた。

第１章

また、最近では「品種」だけでなく、「飼い方」も多様化して、
特に「放牧」については、ヘルシーなイメージと合わせて日本短
角種等の人気の背景となっている。

そこで、「シェフ牛」の登場である。乳用種の中でもマイナー
で、流通・販売ルートが確立されていないジャージーなどを「放
牧肥育」することでコスト低下と「特徴付け」を図り、全日本・
食学会の会員である一流シェフのレシピに載ることで、今までに
ない直接的な消費市場、すなわち「レストラン等で食べてもらう
シーン」を創り出そうという試みである。

特に「熟成」等により放牧肥育牛の美味しさを極限まで引き出
そうという試みもビルトインされており、シェフと消費者が牛肉
料理の最新トレンドを生産現場に伝える形で生産者を支える、と
いう新しい生産～消費の連携スタイル（Chef & Community 

Supported Agriculture=CCSA）も注目される。

２．ジャージー牛肥育等の実態

本事業は、ジャージー種とブラウンスイス種の雄子牛を、可能
な限り国産自給飼料を給与する方式で肥育し、牛肉としての可能
性を探るものであるが、全国的にみた場合、いくつかの先例があ
る。岡山県真庭市の蒜山高原のように、特産であるジャージー牛
乳・乳製品の製造・販売に加え、ジャージー去勢牛を肥育し、農
協直営のレストランで提供している例もあるが、多くは、酪農家
の自家消費用に小頭数を肥育しているという例である。

一般的に放牧による肥育を行えば、牧草に含まれるカロテンが
牛の脂肪に蓄積するため、牛肉の脂肪も黄色くなると言われ、日
本では、そのような肉にはほとんど商品価値がないと言われてき
た。このため、ジャージーの去勢を肥育する場合、商業的な目的
では、ほとんどの業者はホルスタイン肥育の場合と同様の配合飼
料を給与し、ホルスタイン肥育に準じた飼育間管理方法によるが、
ジャージー牛はホルスタインよりサシが入りやすいことも知られ、
また、成長が遅い（太りにくい）ので、和牛並の27～30ヶ月齢で
出荷する方が一般的なようである。

一方で、30か月齢以上肥育しても(配合飼料では)肉質の改善は
見られないとの研究報告もある。

なお、ジャージー種の枝肉成績については、日本格付協会では
「ジャージー」「ブラウンスイス」等品種ごとの区分がない。そ
こで蒜山高原の「ひるぜん酪農協同組合」での集約的な肥育成績
をみると（28年度）、

平均出荷月齢 30ヶ月(日齢913日)、平均枝肉重量 385kg、

肉質等級は3が46%、2が58%。歩留まり等級はBが63%、Cが
37%であった。

このように「和牛的な肥育管理」を行えば、ホルスタインと比
べ，Ｂ３の格付けが遙かに多いという好成績を得られるが、一般
的な酪農家ではホルスタインの牛群の中に数頭のジャージーが飼
育されているので、これらの去勢牛を一か所に集めて集約的な肥
育をするという業者がほとんどいない、というのが実態である。

３．「シェフ牛的」な先進事例（「全日本・食学会」
「肉肉学会研究会」の試食時の情報など）

シェフ牛事業では、ジャージー種等を和牛的な飼育管理方法で

Ｂ３を目指すのではなく、ナチュラル指向、健康志向の消費者を
ターゲットとして、可能な限り牧草等の自給飼料を給与（放牧を
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を含め）することで、和牛やホルスタイン牛肉にはない特徴と物
語性のある牛肉生産をめざした。そこで、日本でも先駆的に、こ
のような牛肉生産に取り組んでいる事例を参考に示し、併せて
「シェフ牛」の飼育管理の参考にすることとした。

（１）磯沼ミルクファーム

東京都八王子市にある磯沼ミルクファームは、市街地にありな
がら、放牧も取り入れ、コーヒー粕を敷料として利用した堆肥生
産による耕種農家との連携、消費者に牧場を開放する「酪農教育
ファーム」などで知られる。また、ジャージーなど６品種の乳牛
を飼育する日本でも唯一の牧場である。

経営主の磯沼正徳さんは、自家製生乳を利用した乳製品の製造
販売を行っており、雄子牛については、知り合いの肥育農家に譲
渡するほか、一部を自家用に肥育している。「一般社団法人全日
本・食学会」の分科会である「肉肉学会」で、磯沼ミルクファー
ムで育成・肥育された「ジャージー未経産牛」の38か月齢の肉を
「格之進」で50日間熟成して試食した。

（２）森林ノ牧場

栃木県那須町にある「森林ノ牧場」はジャージーを放牧飼育す
るというスタイルを最大限に活かすため、自ら牛乳、ソフトクリ
ーム等の乳製品を製造販売している。ジャージー種の生乳をその
まま出荷すると他の牧場が生産した生乳と同じタンクローリーで
輸送するため、ジャージー種の特徴が活かせないためである。

「森林ノ牧場」では生産される生乳の全てを、乳製品に自家製
造し、搾乳を終了した経産牛も直営レストランで料理として提供
している。ジャージー雄子牛については、首都圏のレストランに
「ミルクフェッド・ヴィール」として販売しているが、飼育規模
が小さいので、雄子牛の販売も年に数頭程度である。

通常、生後50～100日、枝肉重量で25～40kgで出荷しており、
「肉肉学会」では生後56日、枝肉重量30kgのミルクフェッド・ヴ
ィールを試食した。

（３）アビタニアジャージーファーム

「ABITANiAジャージーファーム」は青森県鰺ヶ沢町にあるジ
ャージー牛専用牧場である。1990年に6頭の牛からスタートし、
現在は成牛、子牛合わせて約100頭の牛を飼育している。

本牧場では、雌雄判別精液の使用による雄雌生産のコントロー
ルはしていないため、生産される雄子牛は自家肥育を行っている。
肥育方式にはきっちりしたルーティンはなく、牧草と少量の配合
飼料で飼育しているため、肥育期間は長くなる傾向にある。

ジャージー牛の管理は、放牧も行いながら自給飼料生産も実施
しているが、栄養価が高いアルファルファをカナダから輸入して
給与している。乳脂率の高いジャージー牛の飼育には、アルファ
ルファ給与が必要との考えからだ

「肉肉学会」で試食したのは、月齢の異なる2頭のジャージー
去勢子牛の肉で、1頭は11か月齢、1頭は7か月齢で、前者の枝肉
重量は57kg、後者は同46kg。給与飼料は同牧場が飼育する他の
肥育牛と同様、牧草(アルファルファ主体)と若干の配合飼料との
こと。これらは「ヴィール」ではないので、あっさりした赤身肉、
という印象だった。

なお、別の機会に試食したジャージー去勢牛肉は、平成24年5

月10日生まれの64か月齢で出荷した牛。去勢牛で64か月齢という
長期肥育は黒毛和種も含めて例がない。

枝肉重量422kg、格付等級はB2。生後12か月までアルファルフ
ァ乾草主体で、それ以降はイネ科牧草と飼料米、若干の配合飼料
で、48か月齢以降はアルファルファ乾草と飼料米、配合飼料を給
与した。格之進で60日熟成。かなり旨味が強いとの感想が多かっ
た。

（４）コスモスファーム

「十勝清水コスモスファーム」は北海道清水町で昭和62年に起業
した牧場で、ホルスタインの初生牛（生後10日～２週間程度の雄

子牛）を購入して肥育する肉用牛一貫経営を行い、現在ではホル
スタイン、ブラウンスイス、黒毛和種、交雑種を約2400頭飼育す
る大規模経営である。

「十勝若牛」と同様14か月齢出荷という早期飼育(通常、ホルス
タイン去勢牛は出荷月齢20か月程度)で牛肉の柔らかさを前面に
打ち出し、ホルスタインとは異なった「喉の奥で味がする」ブラ
ウンスイス牛肉となるよう独自に配合した飼料を給与するなどの
工夫をされている。。

（５）日光霧降高原大笹牧場

大笹牧場は、ブラウンスイスの肥育に取り組んだばかりで、自
社で肥育するのではなく、大笹牧場生まれのブラウンスイスの去
勢牛を、近隣の交雑種肥育農家に委託して肥育しているため、飼
育方法は交雑種肥育（配合飼料主体）と同様である。出荷頭数は
月に２頭程度と実験的な段階である。試食した牛肉は24か月齢で
枝肉重量420kgの牛である。

（６）神津牧場

群馬県の神津牧場は明治20年に開設された歴史ある酪農牧場で、
当初からジャージー牛の放牧主体の酪農を営んでいる「ジャージ
ー牛の聖地」とも言える牧場である。

神津牧場のジャージー乳製品は特に有名だが、ジャージー去勢
牛については放牧肥育して場内での自家利用のほか、東京のレス
トラン等への販売を行うなど、まさに「シェフ牛」にとっても先
駆的な取組みをしている。

神津牧場では６～24ヶ月齢まで放牧育成した後、枝肉重量確保
のため（ジャージーは肥育効率が悪く、特に放牧肥育のみでは肉
牛としての経済性が著しく低くなる）、４か月間舎飼いして、こ
の間は牧草：濃厚飼料＝１：10くらいの比率で食い込ませている。
４か月を超えて濃厚飼料で飼い直すと放牧の特徴が消えてしまう
ので、経済性とジャージー種としての特徴維持を考えた場合の判
断とのこと。ジャージーは体が小さく歩留まりも悪いが、牛肉の
味としては評価もあるので、日本短角種の肥育試験等を参考にし
て、この肥育方法にたどり着いたとのことである。

第２章

１．シェフ牛事業の事業計画の概要

では、改めて、「シェフ牛事業」の事業計画を確認しておこう。

（１）事業の目的

酪農家の経営安定、国内肉資源の有効活用のため、ジャージー
種・ブラウンスイス種 等の去勢牛を用いて 新一貫飼育体系を
実証展示するとともに、と畜後に熟成肉等としての高付加価値化
を確立することを目的とする。

更に一般的な評価が低い放牧（粗飼料多給）牛肉については、消
費段階における牛肉としての付加価値を確保するために、熟成肉
等への加工、シェフによる料理提案など、生産と加工・販売を結
びつけるシステムを構築し、シェフと消費者が支える、新しい
「農と食」の関係性を構築することをめざし、グローバル化に負
けない「放牧（粗飼料多給型）牛肉生産体系」を確立する。

（２）事業の仕組み

① 子牛インプリンティング技術確立事業

酪農家において、ジャージー種等の子牛について集約哺育及び
インプリンティング育成（高タンパク飼料を給与して太る体質を
すり込み技術）を行い、インプリンティング飼育技術体系を確立
する。

② 放牧等肥育技術確立事業

インプリンティング育成を行なった子牛を用いて、水田、公共
牧場等における放牧と冬期の粗飼料給与による肥育体制を確立す
る。

事業推進委員会座長 原田 英男
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③高度加工技術確立事業

放牧等により育成肥育を行なった子牛の全ての部位について、
特性を活かした熟成肉等に加工・調理する技術を確立する。

また、作成した熟成肉等について、科学的及び官能的評価を実
施するとともに、新たな調理法についてシェフによる料理提案を
行う。

更に、本事業で構築する生産体制維持のために必要な取組支援
プログラムについて、生産情報の開示、現地説明会、食味評価会
などを通じたCCSA（新地域支援型農業）体制のモデル化を実施
する。

２．子牛の育成（平成29年度）

（１）子牛の購入

「シェフ牛事業」の１年目のキモが「子牛の育成」である。「歩
留まりが悪く、肉量も少ない」といわれる(特にジャージー種)乳
用品種を粗飼料多給の条件で肥育するにあたり参考にしたのが、
先行研究である「代謝プログラミング」であった。「代謝プログ
ラミング」については、別途、後藤貴文委員のレポートがあるの
で、ここでは、「高エネルギー飼料」の給与により「放牧後も太
るクセをインプリンティングする」という育成方法である、とし
ておく。

シェフ牛事業の対象となる子牛については、酪農家から直接購
入し、そのまま酪農家に育成を預託することを基本とした。初生
牛で酪農家から移動すると子牛へのストレスが大きいことと、的
確な「代謝インプリンティング」を行うために、子牛が生まれた
酪農家に預託することできめ細かい育成管理が可能であると判断
したためである。

ジャージーやブラウンスイスは全国の農家で散在し、１戸当た
りの飼育頭数は少ない（ホルスタインと混合飼育している農家が
多い）ため、また、出生月日を事業開始直後の６月生まれを基本
としたため、購入頭数は18頭（購入した牛はジャージー10頭、ブ
ラウンスイス8頭）だが、購入先は８か所となった。なお、途中、
事故によりジャージーが１頭死亡したため、育成を終了したのは
１７頭（ジャージー９頭、ブラウンスイス８頭）であった。

（２）子牛の育成

①八丈島(東京都)

八丈島は、東京の南、伊豆諸島にある島で羽田空港から40分あ
まりのフライトで行くことができる便利な島で、古くは「酪農の
島」として知られ、ホルスタインの生産性も高く、乳業会社の練
乳工場もあるなど酪農は島の重要産業だった。しかし乳業工場が
閉鎖されると、島内での飲用消費のみで酪農を継続することは難
しくなり酪農家も廃業し、現在では八丈島乳業の直営牧場である
「ゆ～ゆ～牧場」で飼養されるジャージー種のみとなっている。
ゆーゆー牧場から2頭のジャージーを購入し、育成預託した。

②森林ノ牧場（栃木県那須町）

「森林ノ牧場」は、ジャージー種の放牧酪農と、乳製品の製造
販売、レストラン経営を行っており、「六次化」の先駆けとなっ
ている。東京電力福島第一原発事故による放射能汚染により、
2011年は放牧が不可能になり、除染を行った上で再開した経緯が
ある。

「森林ノ牧場」で約20頭のジャージー種を飼育している。雌雄
判別精液は使用していないので、生まれた雄子牛は３ヶ月間ミル
クのみで飼育して「ヴィール」として、契約レストランに出荷し
ている。この契約は安定的だが、枝肉重量が小さいので、販路を
拡大できるような状況ではない、とのこと。また、ジャージー種
の経産牛の肉は、「ミートソース」を製造販売するほか、場内の
カフェでランチプレートなどに供している。
森林ノ牧場から1頭のジャージーを購入し、育成預託した。

③有限会社 那須牧場（栃木県那須町）

有限会社那須牧場は、観光施設「那須りんどう湖 LAKE 

VIEW」の子会社で、酪農生産部門としてジャージー種を飼育し
ている。一時期は100頭以上飼育していたとのことだが、現在は
60頭程度をつなぎで飼育している。牛舎内にはまだ、使用可能な
スペースもあり、去勢子牛の哺育・育成を行うことも可能だ。な
お、本牧場は、那須地域のジャージー種飼育牧場の中では最大で
ある。
那須牧場から２頭のジャージーを購入し、育成預託した。

④日光霜降高原大笹牧場（栃木県日光市）

大笹牧場は、昭和32年６月、栃木県酪農業協同組合も預託牛育
成牧場として112haの民有地を買い受け開設された農協直営牧場
であった。その後、放牧地の規模を徐々に拡大し、現在では362

㌶の草地を有し、毎年約300頭の乳用育成牛を放牧する牧場とな
っている。

2011年の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の
事故により発生した放射性セシウムの影響で、牧場の放牧地のほ
とんどが飼養できなくなったため、牧場が所有するブラウンスイ
スの放牧を３年間中断した。その後、除染を重ね、2014年から放
牧が可能となったことに伴い、ブラウンスイスの飼育規模を増加
させるため、性判別済みの受精卵を受胎させ、雌牛の飼育規模を
ほぼ、倍増させた（現在、経産牛60頭、育成牛60頭程度）。

搾乳牛頭数が目標に達したため、平成29年度から通常の精液を
交配しているが、これにより生まれてくる雄子牛について、何ら
かの利用を模索しているが、自ら肥育するのではなく「他牧場へ
の委託による肥育」を基本と考えており、「シェフ牛事業」のた
め、５頭のブラウンスイスを購入し、育成預託した。。

「シェフ牛事業」の対象となっている子牛は５頭は29年の６月10

日～24日の間に生まれた雄子牛で、耐候性ハウスの中で飼育し、
十分な敷き藁、代用乳のほか、良質な乾草(チモシー)が給与され
た。

⑤アビタニア・ジャージーファーム（青森県鰺ヶ沢町）

本牧場の詳細は前述した。
本牧場から６月生まれの２頭のジャージー子牛の譲渡していた

だいたが、うち１頭が急死したため、育成を終了したのは１頭の
みとなった。

⑥菅原牧場（岩手県西和賀町）

菅原牧場は、岩手県西和賀町左草に所在する酪農牧場。現在の
経営主が初代で、昭和54年に入植されたとのこと。現在は、経営
主夫妻と娘さんが管理している。

菅原牧場の搾乳牛は35頭で、ホルスタイン主体だが、ブラウン
スイスが５～６頭、混合飼育されている。ブラウンスイスを導入
した当初は、外部導入が難しく（ブラウンスイスを飼育している
農家が少なかった）、ホルスタインとブラウンスイスの交雑種に、
ブラウンスイスの精液をつける戻し交配で、ブラウンスイスの血
を濃くしていったそうだ。ホルスタインとブラウンスイスの交雑
種は、搾乳量もホルスタインと遜色なく、体も頑健なので、搾乳
牛としてのメリットは大きいとのこと。戻し交配が進むにつれ、
搾乳量が低下するが、労力軽減のため、放牧主体の飼育管理に転
換することも視野に入れており、放牧適性の高いブラウンスイス
を飼育しているとのことである。

自給飼料は7.5haの飼料畑で牧草とデントコーンを作付けして
いる。飼料畑が牛舎周りに集中していることも、放牧酪農への転
換を考えている理由の一つである。

ブラウンスイスの雄子牛が生まれた時は二束三文（最近のオス
子牛も初生で4,000円だったとのこと）になるので、以前から、
独自に肥育利用に挑戦してきた。ただし、去勢肥育は出荷までの
負担が大きいので経産牛肥育とミルクフェッドヴィールに取り組
んできた。
シェフ牛事業では６月19日生まれのブラウンスイスを１頭購入

し、育成預託した。

事業推進委員会座長 原田 英男
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⑦菅井牧場（北海道浜中町）

菅井牧場の経営主菅井喜久雄さんは、東京生まれの新規就農者
であり、放牧を主体に低投入型の酪農経営を実践している。飼育
頭数は60頭ほどいたが、最近は頭数を減らしている。採草地と放
牧地併せて45haと浜中町でも中規模な酪農家である。ホルスタイ
ンとブラウンスイスの混合経営で、交雑種も併せブラウンスイス
が多くなっている。
菅井牧場からは、６月生まれのブラウンスイスを２頭購入し、

育成預託した。

⑧中国四国酪農大学校（岡山県真庭市）

公益財団法人中四国酪農大学校は、創立50周年を超える酪農教
育機関として、中四国だけでなく西日本の酪農後継者や関係者を
輩出してきた。１学年30人制で修業年数は２年間。農場での実習
を中心に「一人前の酪農家」を育てる機関である。

また、本校の特徴は、所在する蒜山高原が、日本一のジャージ
ー牛産地であるため、第１牧場はホルスタイン、第２牧場はジャ
ージーと、ジャージー専用の牧場を有していることにある。

シェフ牛事業では中国四国酪農大学校から５月末と6月生まれ
の３頭のジャージー子牛を購入したが、同校内での育成は困難な
ので、島根県津和野市の京村牧場で育成～肥育していただいた。

⑨京村牧場（島根県津和野市）

中国四国酪農大学校から３頭が京村牧場で育成・肥育された。
詳細は「肥育牧場」で述べる。

３．肥育段階（平成30～31年度）

（１）シェフ牛事業は平成30年度から「肥育段階」
に移行した。

育成段階は、子牛が生まれた牧場での預託を基本としていたが
（京村牧場を除き)、肥育段階では、粗飼料給与（放牧及び牧草）
を主体に飼育管理するというのが、この事業のミソなので、適切
な放牧預託牧場を選定することが需要であった。

このためのフィージビリティ調査を行い、八丈島八丈富士牧野、
岩手県くずまき高原牧場、宮城県蔵王酪農センターの３か所に子
牛を集約して５月以降から放牧肥育を開始することとした。

それぞれの牧場の特徴を踏まえ、放牧期間や方法等には若干の
違いがあり、八丈島を除いて冬期間は舎飼いでの飼料給与となっ
たため冬期の舎飼い期間中は自家生産の粗飼料を主体に若干の配
合飼料を給与している。なお、京村牧場は、比較対照的な目的も
あり、放牧ではなく、自給飼料多給の肥育管理とした。

（２）肥育の概要

① 八丈島

「シェフ牛」は八丈島を含む４か所で17頭を肥育しているが、八
丈島は周年放牧を実施している唯一の場所である。

八丈島生まれのジャージー去勢子牛２頭は(株)八丈島乳業の附
属牧場「ゆ～ゆ～牧場」に預託し、うち１頭はユウジ（最初の子
牛が急死したための代替牛）で平成29年6月生まれ、１頭は事業
確定前の平成28年６月生まれのアキラ。肥育段階では富士牧野の
放牧地に他の子牛と一緒に放牧肥育された。なお、放牧だけの飼
育管理（肥育）では、十分な枝肉重量確保が困難と思われたので、
アキラは3年を超える放牧肥育を行った場合のサンプルという意
味合いもあった。

「八丈富士牧野」は現在、島内の農家等から肉用牛（黒毛和
種）の預託放牧と町有牛の放牧を実施していて、本来は、そちら
がメインの業務だが、シェフ牛事業が開始されてから、牧野組合
のご好意でジャージーたちの牧野利用が可能となった。

「牧野」全体では450ha、うち造成草地は90haあるが、バラ線や
水飲み場の損傷等による利用不可能な放牧地も増加しており、ま

た、利用可能な放牧地でもアジサイなどの灌木の繁茂、牧草の草
勢劣化等により牧養力の低下が著しいことが課題となっている。

このためジャージー去勢牛を放牧している「遊び平牧区」では
配合飼料を２kg／日程度給与した。この牧区は、八丈小島を間近
にみることのできる景観に優れた牧区で、ジャージー去勢牛が草
を食む姿はとても「絵になる」風景となり観光客にも好評とのこ
とであった。

八丈富士の放牧地の草（野シバ主体）は４月以降、また梅雨明
けに伸びるが、冬期はもちろん夏期も食草が不足するので、若干
の配合飼料、ふすまを給与した。

このように八丈島では関係者の協力を得て、当初目的の周年放
牧による放牧肥育が可能となった（牧養力の改善は必要だが）。
ジャージー牛の乳製品を観光の看板にしている八丈島にとって、
酪農経営の副産物とならざるを得ない雄子牛の有効活用を継続的
に進めていくキッカケとしてシェフ牛事業が位置づけられること
になった。

②蔵王酪農センター（宮城県蔵王町）

一般財団法人蔵王酪農センターは、宮城県南西部の蔵王町にあ
る。その前身は1960年、神奈川県厚木市に設立された「財団法人
酪農電化センター」で、酪農の電化・機械化による合理化を課題
として設立されたものである。1964年、本格的な実験農場を目指
して、現在の地にセンターを移転、酪農業を自ら行うこととなっ
た。

1980年には「国産ナチュラルチーズ実験工場を建設し、名称を
「財団法人蔵王酪農センター」を改め、同時に「国産ナチュラル
チーズ製造研修会」を開催し、現在まで継続的に行っている。こ
うした活動を通じて、国産ナチュラルチーズの普及と消費拡大、
酪農・畜産の理解醸成活動も行っている。

センターは、65haの牧草地を有し、放牧地も昨年、更新を終え
て、草生が回復しているとのことである。

このため、冬期間は積雪が多いため舎飼いとはなるものの放牧
肥育を行う牧場としては、条件が整っており、平成30年５月に、

・森林ノ牧場からジャージー１頭

・那須牧場からジャージー２頭

・大笹牧場からブラウンスイス５頭

の子牛を移動した。

給与飼料は、昼夜放牧を基本に配合飼料を１日当たり１～２kg

給与している。放牧はジャージーとブラウンスイスの混牧だが、
体格の小さいジャージーは気が強い品種なのでブラウンスイスに
負けずに群れており、場長のお話しからも、品種の異なる混牧は
特に問題ないようだった。

舎飼期間中、乾草は飽食状態だが、消費量から１日１頭あたり
10kg以上を消費しているとのこと。また、１日１頭あたり配合飼
料を１kg程度給与して乾草だけでは不足しがちな栄養補給をした。

中間調査に入った平成30年10月は入牧して１年５か月だった。
入牧時はジャージーの推定体重300kg前後、体高は120cm程度、
ブラウンスイスは（皆、６月生まれ）推定体重400kg前後、体高
130～140cmだった。

シェフ牛については、９月に血液検査を実施。先日、体高・体
重を計測している。

ブラウンスイスの生体重は約500kg、DG（デーリーゲイン・日
当たり増体量）は0.6kg／日～0.8kg／日でホルスタインとほぼ同
じとのことで、順調にいけば22ヶ月齢で生体重700～750kg期待
できるのではないか、とのことだった。

一方、ジャージーの生体重は400kgに達していない。体高大き
くても135cmくらいで、DGは0.4kg／日～0.5kg／日くらい。乳
肉兼用種として飼育するフランスなら、肉用には40ヶ月齢くらい
で出荷するので、体重もある程度増加する。本来なら、そのくら
い飼いたいところ、とのことであった。

なお、放牧が終了し、11月には牛舎での舎飼いへ移行、給与飼
料は牧場で生産したロールサイレージの飽食と配合飼料１～2kg

／日となった。
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肥育放牧２年目となった31年度の春は、６月頃からそのまま放
牧して10月頃に下牧させるか、肉量を確保するために（特にジャ
ージー種）舎飼いを続けて、増体のため配合飼料給与主体で行く
か検討したが、神津牧場の事例を参考に、４か月間を限度に配合
飼料９：自給飼料１の飼料給与とすることにした。当初は増体の
悪いジャージーだけを舎飼いにし、ブラウンスイスは放牧を継続
することも検討したが、放牧地の管理上困難とのことだったので、
ブラウンスイスも含め８頭全てを舎飼いとした。仮に、あと１年、
飼育が可能であれば（出荷月齢が延長できれば）、放牧肥育だけ
での仕上げも可能かも知れないが、事業実施期間の制限があり、
今回は断念せざるを得なかった。「肉肉学会」で取り上げた事例
からも、月齢が長いほど枝肉重量が期待でき、味にも深まりが出
ることから、出荷月齢の長期化は、今後の検討課題である。

③くずまき高原牧場（岩手県葛巻町）

くずまき高原牧場は、葛巻町畜産開発公社が経営する公共牧場
で、町内外からの乳用育成牛の預託のほか、自ら搾乳、肉用牛の
肥育等も行う。また、酪農教育ファームとしての牧場体験受け入
れ、乳製品製造販売、バイオガスプラント運営、焼肉レストラン、
宿泊施設などを有する総合的な牧場施設となっている。

公社が有する牧場は、くずまき高原牧場のほか、袖山高原牧場、
上外川牧場、玉山牧場、安代牧場があるが、利便性と放牧地等面
積から、くずまき高原牧場が「シェフ牛」の放牧牧場としては、
もっとも適していると思われた。

牧場自体のコンセプトが「土作りから始まる乳製品製造」「エ
ネルギーも含めた地域完全循環型食料基地を目指して」とされて
おり、「シェフ牛」の理念と共鳴するところがあり、「全日本・
食学会」と連携した事業展開も期待された。

くずまき高原牧場は、年間約2,000頭の牛を飼育しており、乳
用牛の預託が、その中心となっている。平成30年度に預託した
「シェフ牛」も、預託されている乳牛の雌たちと同様に放牧され
ている。

ここでは「シェフ牛」17頭のうち、北海道浜中町・菅井牧場の
ブラウンスイス２頭、青森県鰺ヶ沢町・アビタニアジャージーフ
ァームのジャージー１頭、岩手県西和賀町・菅原牧場のブラウン
スイス１頭を預託した。

くずまき高原への預託牛の搬入は、青森アビタニアジャージー
ファーム及び岩手菅原牧場からが2018年5月16日、北海道菅井牧
場からが6月3日となった。いずれも入牧時に体重及び体高測定を
行っているが、体重については実測ではなくホルスタイン雌用の
推定尺を用いた。（括弧内の日付は出生日）

・ブラウンスイス１（菅井牧場）244kg、121cm （2017/6/9）

・ブラウンスイス２（菅井牧場）274kg、125cm（2017/6/14）

・ブラウンスイス３（菅原牧場）306kg、128cm（2017/6/19）

・ジャージー (アビタニア) 249kg、117cm（2017/6/11）

夏期の放牧期間中は、摂取飼料の８割を放牧草で、２割を配合
飼料で賄った。これは同じ牛群として放牧される他の預託牛（酪
農家から預託される乳牛の育成牛）と同様の飼料メニューであっ
た。

シェフ牛の牛たちは他のホルスタインの牛たちと混牧されたが、
中間調査の折も、トラブルもなく順調な放牧育成状況であった。
ホルスタインと比較するとジャージー牛は体が一回り小さいが、
ブラウンスイスはひけを取らない個体もあった。

平成31年度は、農家から預託される乳牛の育成牛が１歳程度な
のに対し、シェフ牛は２歳を超え、農家預託牛との混牧は事故な
どのリスクも懸念されたため、蔵王酪農センター同様、舎飼いを
選択せざるを得なかった。

シェフ牛の預託頭数が１群（30～40頭程度）を成す程度の規模
になれば、独立した牛群管理をお願いできるが、小頭数の場合は、
預託先の管理形態を優先せざるを得ないことも今後の課題である。

④京村牧場（島根県津和野市）

農事組合法人京村牧場（京村真光代表、京村耕平理事・家畜人工

授精師）は津和野市の山間部、標高400ｍにある牧場で、周囲は
小区画の田んぼ、わさび田に囲また自然豊かな立地にある。

京村牧場は、曲がりくねった山道を上ってたどり着く「てっぺ
んの牧場」。肉用牛一貫経営で、飼育牛は200頭ほど。特徴的な
のは、その経営スタイルで、黒毛和種の繁殖、肥育を基本に、交
雑種肥育、黒毛経産牛肥育（１年ほど飼い直す）、黒毛和種・交
雑種・ジャージー・ジャー黒を借り腹にした受精卵移植など多彩
な品種、飼育方法で独特の経営を展開されている。

京村耕平さんは、子牛が生まれた中国四国酪農大学校の卒業生
で、西日本で放牧肥育を預託できる牧場が見つからなかったこと
もあり、京村さんに子牛の育成から肥育まで一貫的に飼育してい
ただくことになった。

ここでは、他の預託牧場のように放牧はできないが，稲WCS、
自家生産の牧草など自給飼料をたっぷり給与できる京村牧場で預
託肥育することで、管理方法の異なる「シェフ牛」を比較試験的
に生産する意義もあった。

京村牧場に「シェフ牛」として預託したのは、中国四国酪農大
学校生まれのジャージー３頭（２頭は同腹兄弟）。初生牛のうち
に大学校から京村牧場に移動し、そのまま一貫育成・肥育となっ
た。

給与する飼料は地元でとれる牧草、稲WCSなどを主体にし、
SGS（ソフトグレインサーレージ）、ビール粕などを用いたTMR。
萩・石見空港の滑走路脇の草も利用している。

４．肥育結果と評価

（１）肥育成績

各牧場での肥育を終了したジャージー９頭とブラウンスイス８
頭は、令和元年10月以降、仙台市ミートセンターと和光ミートセ
ンターで順次、と畜された。肉質向上と枝肉重量確保のため、事
業計画よりも出荷月齢を後ろ倒しした結果、30～33か月齢での出
荷となった。

各個体の肥育成績は下のとおりである。

J1だけは、事業開始以前に生まれた子牛を特例的に買い上げた
ため、37か月例となったが、それでもわずかな穀物飼料以外は放
牧等での飼育だったため、枝肉重量300kgにとどかず、格付けも
Ｃ１となり、ある意味、もっとも放牧肥育らしい牛となった。こ
の牛は、11月に八丈島で開催された「現地試食会」に供され、シ
ェフにも町民の皆さんにも好評だったので、放牧ジャージー牛肉
の特徴を引き出せたものと思う。

また、「月当たり枝肉重量」は枝肉重量を出荷月齢で除したも
ので、「太りやすさ」の目安とした。本来は「生体重量を育成日
数で除した「１日あたり増体重」を見るべきだが、歩留まり等も
個体差が大きいので、直接、枝肉重量で除した。

①ジャージー

個体
（育成場所／肥育場所）

出荷月齢
枝肉重量
（kg）

格付け
月当たり

枝肉重量（kg）

J1（八丈島／八丈島） 37 272.0 C1 7.4

J2（八丈島／八丈島） 32 199.0 C1 6.2

J3（森林／蔵王） 31 345.5 B2 11.2

J4（那須／蔵王） 33 329.0 B2 10.0

J5 （那須／蔵王） 32 358.0 B2 11.2

J6（京村／京村） 32 324.0 B2 10.1

J7（京村／京村） 31 238.0 C1 7.7

J8（京村／京村） 31 345.5 B2 11.2

J9（アビタ／葛巻） 30 294.0 C2 9.8
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②ブラウンスイス

（２）肥育成績の評価

①ジャージー

• 平均枝肉重量は300kgと、事業計画目標をクリアした。しかし、
放牧中心であった八丈島は30か月齢のJ2が200kgを下回り、37

か月齢のJ1でも272kgと厳しい数字となった。継続的にビジネ
ス化するためには、放牧地の牧養力を改善し36か月齢で300kg

を確保する必要があると思われる。

• 月当たりの増加枝肉重量をみると、周年舎飼いであった京村牧
場と出荷前４か月間配合飼料主体で飼育した個体では、11～
11kg／月と同様の成績が得られたので、出荷前配合飼料給与は
枝肉重量増加には効果があるといえる。なお、前述のひるぜん
酪農協では、30か月齢出荷で12.8kg／月という成績であった。

• 肉質(格付結果)については、配合飼料給与で肥育する事例はB２
～３の成績を期待できるが、放牧・粗飼料中心の場合、１／３
が肉質等級１となった。

• また、ジャージーは枝肉重量、格付けともバラツキが大きく、
特に放牧主体の飼育管理方法では、良さも悪さも出てきやすい
という結果になった。ジャージー放牧肥育の特徴を引き出す管
理方法、飼育期間などについて更なる検討が必要と思われる。

②ブラウンスイス

• 平均枝肉重量は474kgとジャージーとの差は歴然となった。こ
れは品種としての肉付きの良さの差もあるが、ブラウンスイス
はジャージーのように放牧中心の飼育をした個体がいなかった
ためでもある。

• 月当たりの増加枝肉重量をみると、蔵王では16～17g／月、く
ずまきでは13ke／月程度となった。ブラウンスイスはジャージ
ーと比べ増体がよく、またバラツキも小さいことが分かる。

• 枝肉格付けは肉質等級で全て２となり安定的な成績を得られた。

（３）シェフ等による評価

⑵で示した格付け評価では、放牧牛の評価は困難と言われてい
るので、実際にそれぞれの品種を調理した、あるいは試食したシ
ェフたちの感想を揚げておくので参考としたい。

• 焼肉材としては、ジャージー種の方が十分な味わいを感じられ
柔らかい。カタ三角はロース材として、外バラはカルビ材に向
いている。

• ジャージー種は、黒毛和牛の様なコクはないが、あっさり目の
旨味がある。ブラウンスイス種は、更にあっさりしている。

• ジャージー種、ブラウンスイス種ともに「あっさり目」だが、
ジャージー種の方がコクと旨味がある様に感じる。

• ジャージー種の方が脂の旨味や甘味を感じる。

• ジャージー種の方が繊維が荒く、ブラウンスイス種の方が細か
い印象。また、ブラウンスイス種の火の通りの方が早い印象。

（４）経済性の評価

①生産コスト

「シェフ牛」の生産コストは牧場単位で異なってくるが、ここで
は最もシンプルな飼育管理方法を採用した八丈島を例に試算する。

比較対象として農林水産省の「肉用牛肥育経営安定特別対策事
業（マルキン）」で毎月試算されるホルスタイン去勢肥育を取り
上げる。

（推定生産コスト）

※「マルキン」は、肥育経営のみの生産費なので、214,924円は
素牛代金と哺育育成経費を含んだものである。

②評価

ホルスタイン去勢（マルキン）の生産コストと比較すると八丈
島ジャージー去勢の法がやや高いが、シェフ事業では、通常、１
頭５千円程度で販売されるジャージー子牛の初生牛を８万円で買
い上げており（ホルスタイン雄初生牛が10万円程度で販売されて
いたため）、この初生牛買い入れ価格を３万円とすると、1,176

円、１万円なら、1,100円となり、酪農家の初生牛販売価格を現
在以上に維持してもホルスタイン去勢並みのコストで生産するこ
とは可能と思われる。

一方で枝肉の評価であるが、マルキンでは、1,005円であり、
これでは生産費を賄うことができないので、マルキンが発動され、
１頭当たり39千円が交付されている。

このため、八丈島のジャージー去勢牛が生産費並み（素牛価格
を３万円とした）1,200円程度で販売できればビジネスとして成
り立つことが期待できる（さらに、マルキンも交付される）。

枝肉１kg当たり1,200円という単価は、市場に委ねては期待で
きないが、シェフ牛として直接レストランに卸すスタイルでは、
十分期待できる価格であり、枝肉重量や肉質のバラツキを可能な
限り抑えることができれば、持続性のある放牧肥育体系の確立を
期待できると考える。

個体
（育成場所／肥育場所）

出荷月齢
枝肉重量
（kg）

格付け
月当たり

枝肉重量（kg）

B1（大笹／蔵王） 31 522.5 B2 16.9

B2（大笹／蔵王） 31 525.0 B2 16.9

B3（大笹／蔵王） 31 553.0 B2 17.8

B4（大笹／蔵王） 31 515.0 B2 16.6

B5（大笹／蔵王） 31 487.5 B2 15.7

B6（菅井／葛巻） 30 394.5 C2 13.2

B7（菅井／葛巻） 30 387.5 C2 12.9

B8（菅原／葛巻） 30 409.0 B2 13.6

八丈島 (参考：マルキン２月)

基畜費（初生牛） ¥80,000

¥214,924※

哺育育成費 ¥133,925

預託費 ¥32,775

代用乳 ¥20,250

濃厚飼料 ¥4,200

購入乾草代 ¥75,600

去勢費用 ¥1,100

肥育経費 ¥189,000 ¥272,449

預託費（八丈牧野） ¥171,000

預託費 ¥18,000

計 ¥402,925 ¥487,371

枝肉1kg当たり ¥1,343 ¥1,090
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１．はじめに

和牛生産において、近年、輸入飼料に過度に

依存している日本の飼養システムはBSE（牛海

綿状脳症）等の発生に見られる食の安全性や口

蹄疫等の侵入に見られる伝染病感染に関する問

題、集約的経営形態から排出される大量の糞尿

処理問題、それに関わる環境問題、集約的な飼

養形態における家畜福祉への課題等の多くの問

題を抱える。ウシは本来、家畜としてヒトが消

化できない植物中の粗い繊維質（繊維性の高い

通常の動物では消化できない植物多糖資源）を

分解し、草資源からタンパク質源としての食肉

を生産し、それをヒトに供給するという重要な

物資循環機能を担った反芻家畜（草食動物）で

ある。言い換えるとセルロース等から、牛肉や

ミルクといったタンパク質栄養源を生産するコ

ンバーター的アニマルと言える。近年、生物科

学、特に医学分野では胎児期や生後の初期成長

期に受けた栄養刺激により、その後の動物体の

代謝システム、体質および形態、最近の研究で

は、特に肝臓、骨格筋および脂肪組織の代謝に

多大な影響を及ぼすことが明らかになりつつあ

る。近年、実験動物を用いた研究が医学分野で

進められている。これはDOHaD

（Developmental Origins of Health and 

Disease：成長過程の栄養状態や環境因子の作

用に起因する疾患の発生）という概念として医

学分野で捉えられ（GluckmanとHanson、

2004）、エピジェネティクス研究分野と関連し

て代謝プログラミングあるいは代謝インプリン

ティングとも呼ばれる（Waterland とGarza、

1999；Duら、2010）。

我々は、これまでの和牛、特に黒毛和種に関

する研究によって脂肪交雑の高さ、骨格筋の組

織化学的特徴を確認しており、黒毛和種のユニ

ークな能力を示してきた（Gotoh, 2003; Gotoh

ら、2009）。現在、輸入濃厚飼料に過度に依存

した黒毛和種の飼養システムを新しい生物科学

的コンセプトを導入して革新し、現在の牛肉生

産の問題点を解決したい。そのために、黒毛和

種の飼養を、輸入穀物飼料多給ではなく、本来

の草食獣の飼養形態を基盤として、代謝プログ

ラミングを組み合わせることで、粗飼料（牧草

等、植物資ｚ源）を基盤とした肥育システムへ

シフトしたいと考えた。

鹿児島大学 後藤 貴文

２．DOHaDコンセプトについて

仔牛の哺乳期は、非常にデリケートである。

牛飼養の現場では、多く飼養者が感じていると

思うが、豊富な草量のある放牧地における母子

放牧の場合で十分な乳量が授乳されていても下

痢症の仔牛もいれば、疾病なく健康に育つ個体

もいる。また、早期の母子分離において、母乳

から代用乳へ移行する場合においても、スムー

ズに切り替えることが可能である個体もいれば、

なかなか代用乳を飲んでくれない個体もいる。

何が異なるのか。また、そのような健康や増体

性に個体差の大きな仔牛をどのようにしてバラ

ツキなく育てていくか、従来から重要な議論の

的である。近年再び、仔牛の哺乳期の重要性が

昨今議論されている。畜産分野において、離乳

までの飼養は、その後の成長に大きく影響する

ことは、飼養者により経験的に認識されてきた。

近年、医学分野では、エピジェネティクスと関

連して、動物のいわゆる体質形成に関して、胎

児期のプログラミングやインプリンティングと

いった概念が、研究テーマとして注目を浴びて

いる。

「シェフ牛」主要３部位の骨格筋における遊離アミノ酸構成
に関する分析
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この概念は、当初、疫学調査から導き出された。

すなわち、成熟後の肥満、心臓疾患、高血圧症

および糖尿病等の慢性疾患に関して疫学調査を

行ったところ、原因として遺伝的な要因、成熟

後の生活習慣等だけでなく、胎児期や新生児期

の環境要因、特に栄養環境に大きく影響を受け

ることが明らかとなってきた（Gluckmanと

Hanson、2004）。これは一度、初期成長期に

栄養刺激を受け変化すると、成熟後も長期的に

影響が続くというものである。すなわち、胎児

期や新生児期に受けた栄養刺激により、その後

の動物体の代謝システム、生理および形態、さ

らに最近の研究では、種々の器官の構造形成に

も多大な影響を及ぼすことが明らかになりつつ

ある（Catalanoら、2009）。

DOHaD仮説をもとに、医学分野では胎児期

や新生児期の栄養を変化させ、その子孫がどの

ような表現型や体質をもつのかに関して様々な

研究が行われている。この概念は、１）胎児期

および初期成長期の限られた期間の可塑性時期

あるいは感受性時期（critical window）の現象

であること、２）critical windowにおける栄養

刺激等において、一度変化した代謝システムは、

その後は一貫して変化しないこと、３）器官の

形態変化等も伴うこと、および４）critical 

window における栄養刺激の量的差異が、その

後の表現型の変化に反映されること、おもにこ

れら4つの要因により評価される。

この概念の基盤となる“エピジェネティクス”

という語は、Conrad Waddington 博士によっ

て名づけられた。エピジェネティクスは、DNA

配列の変化を伴うものではなく、DNA修飾に関

わる変化である。エピジェネティクス修飾には、

おもに３つのパターンがある。一つはDNAメチ

ル化、ヒストン修飾、およびnoncoding 

microRNAである（Waterland, 2012; Cananiら、

2011; Funston とSummer、2013)。これらの中

で特にDNAメチル化およびヒストン修飾は、栄

養環境により影響を強く受ける。したがって、

この修飾機構を栄養刺激により制御すれば、ポ

ジティブに応用できる可能性がある。この概念

は、動物生産システムの高度化を研究している

畜産分野においては、大いに興味深く、動物生

産技術や家畜の免疫や健康にも大いに影響する

ものであり、著者としては、大いに畜産分野に

応用できるものと確信している。

本事業「シェフと支える放牧牛肉生産体系確

立事業」では、肉として利用が少ない乳用種の雄

子牛を代謝プログラミングにより体質を太りやす

くして、放牧によって大きく育て、その肉質を引

き出す熟成と美味しく食べるためのメニューで付

加価値を高め、余すところなくいただく仕組みを

つくることであった。まず、特においしさに影響

する遊離アミノ酸の含有割合にサーロイン肉、ヒ

レ肉及びランプ肉ついて検討した。

■材料及び方法

１）筋サンプル

蔵王酪農センターのジャージー牛（以下、蔵

王J、n=３）、同じく蔵王酪農センターのブラ

ウンスイス種（以下、蔵王B、n=５）、京村牧

場のジャージー牛（以下、京村J、n=３）、八

丈富士牧野のジャージー牛（以下、八丈J、n=

１）、くずまき高原牧場のジャージー牛（以下、

くずまきJ、n=１）、くずまき高原牧場のブラ

ウンスイス牛（以下、くずまきB、n=３）を本

事業に供試した。これらの牛群は3カ月齢まで

代用乳を多給され、その後育成飼料を体重比

2.5％で給与された。肥育は、京村牧場以外は、

放牧を中心に実施され、冬場は、補助飼料を給

与された。京村牧場では、エコフィードを中心

に舎飼で肥育された。

各牧場で放牧肥育或いはエコフィードを用い

た肥育を施されたジャージー種とブラウンスイ

ス種去勢雄を約28カ月齢で屠畜した。それらの

牛枝肉からサーロイン（胸最長筋）、ヒレ（大

腰筋）及びランプ（中殿筋）のブロックを用い

た。
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今回の分析では、肉質のうまみに関連した遊

離アミノ酸の含有割合について分析をした。真

空パックで包装された、屠畜後10日から25日以

内のブロック肉のサーロイン（胸最長筋）、ヒ

レ（大腰筋）及びランプ肉（中殿筋）からサン

プルを採取した。各ブロックより皮下脂肪や大

きい筋内脂肪、筋膜を除いた赤身の部分を包丁

で１cm角に切り、フードプロセッサーでさらに

細かくした。そこから2.0ｇのサンプル肉をとり、

50㎖の遠沈管に0.1M-HCLを20㎖加えてポロト

ロンでホモジナイズし、ヘキサン22㎖を加えて

4℃、3000rpm、10minで遠心分離した。この

ヘキサンによる脂質除去の過程を３回行った。

水層から試料500㎕を2.0㎖tubeに取り、これに

純水500㎕、アセトニトリル1000㎕を加え、

４℃、15000rpm、5minで遠心分離した。その

後、0.22㎛のフィルターでフィルトレーション

を行い、バイアル瓶に1.5㎖入れてアミノ酸分析

機器にかけた。本研究では７種の遊離アミノ酸

（Asp、Glu、Ser、Ala、Cys、Trp、Leu、

Lys）の含有割合を測定した。アミノ酸の分析

はSHIMADZUのNexeraX2自動プレカラムアミ

ノ酸分析装置で行った。

食肉において、アミノ酸は栄養機能性におい

てだけでなく、その食肉の味を決める要因でも

ある。遊離アミノ酸にはそれぞれ関与する味が

あり、グリシン（Gly）、アラニン（Ala）、セリ

ン（Ser）は甘味、トリプトファン（Trp）、ロ

イシン（Leu）、リジン（Lys）は苦味、そして

グルタミン酸（Glu）、アスパラギン酸（Asp）

は旨味と酸味を呈することが知られている。

■結果及び考察

蔵王酪農センターのジャージー牛（以下、蔵

王J）、同じく蔵王酪農センターのブラウンスイ

ス種（以下、蔵王B）、京村牧場のジャージー

牛（以下、京村J）は3頭のサンプルが採取でき

たので、これらの群間で、統計処理を実施した。

その他の八丈島の八丈富士牧野のジャージー牛、

くずまき高原牧場のジャージー牛、くずまき高

原牧場のブラウンスイス牛は、１～２頭のサン

プルしか採取できなかったので、その値或いは

平均値にて、参考データとして比較した。

２）食肉内の遊離アミノ酸構成の含有割合の分析

１．品種差について

品種差について、蔵王酪農センターにおける

ジャージー牛とブラウンスイス牛が比較できた

（図１、２及び３）。蔵王酪農センターの同様

の肥育環境で、すべての遊離アミノ酸の含有割

合において、サーロイン肉、ヒレ肉及びランプ

肉で２品種間での有意な差異は認められなかっ

た。

京村Jと蔵王Jで比較すると、サーロイン肉、

ヒレ肉では、遊離アミノ酸含有割合において牧

場間で有意な差異は認められなかった。ランプ

肉では、アスパラギン酸においてのみ京村Jが蔵

王Jよりも有意に高い値を示した（P<0.05）

（図１、２及び３）。

くずまき高原牧場と蔵王酪農センターのブラウ

ンスイス牛で比較すると、サーロイン肉におい

て、トリプトファン、ロイシン、リジンで、く

ずまきBが蔵王Bよりも高い値を示した

（P<0.05）。ヒレ肉とランプ肉では、遊離アミ

ノ酸の含有割合に牧場間に有意な差異は認めら

れなかった。

サンプルの個体数が３頭以上の京村J、蔵王J、

蔵王B、くずまきBの比較では、エコフィードを

中心に舎内で肥育された京村Jが多くの遊離アミ

ノ酸で、他の牧場の牛よりも多い傾向が見られ

た。

２．肥育環境の違い（牧場間での同品種の違い）
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その他、１頭分しかサンプルはないが、くず

まきJは、グルタミン酸、アラニン、トリプトフ

ァン、ロイシン、リジン及びグリシンで高い値

を示している。今後、頭数をそろえて、さらに

検討が必要である。八丈Jについては、今後頭数

を揃えて、さらなる検討が必要である。

３．黒毛和牛放牧肥育牛との比較

当方の先行研究にて、一般の輸入穀物飼料の

黒毛和牛霜降り肉（n=65）では、100g中の濃度

（mg）がAspで1.3、Gluで7.5、Serで4.7、Ala

で28.5、Leuで7.21、Trpで2.0、Lysで6.１、及

びGlyで7.4であった。一方、代謝インプリンテ

ィング後に放牧のみで肥育した黒毛和牛去勢雄

牛(n=12)では、100g中の濃度（mg）がAspで

2.0、Gluで5.89、Serで5.57、Alaで30.1、Leu

で9.71、Trpで2.25、Lysで6.4、及びGlyで8.48

であった。今回、ジャージー種とブラウンスイ

ス種の肥育後期に何らかの補助飼料を与えられ

た場合、従来の霜降り和牛肉や黒毛和牛の代謝

インプリンティング後の放牧肥育牛と比較して

各遊離アミノ酸を多く含んでいた。これに関し

ては、分析の条件など異なるのでさらなる解析

が必要である。
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図１）サーロイン肉に関する牧場の品種間における遊離アミノ酸構成の比較 *P＜0.05
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「シェフ牛」非熟成肉・熟成肉の香気成分分析

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 教授

小竹 佐知子

１．目的

乳牛種であるジャージー牛去勢牛を放牧によ

り生育させた後、肉用への活用を目指し、と畜

直後、および30日間熟成させた肉に含まれる香

気成分分析を行なうことで、 熟成中の変化を検

討した。

２．実験方法

と畜直後および 30日間熟成させたモモ肉 5.0g 

を測り取り、減圧連続蒸留抽出法

(Simultaneous Distillation Extraction、 SDE 

法)により、蒸留水 495mL およびエーテルに溶

かした内部標準物質 n-hexdecane-d34 

(500ppm)50uLを加えて、減圧蒸留を30分間行

なった。抽出溶剤にはエーテルを用い、試料フ

ラスコ温度は85℃、エーテルフラスコ温度は

20℃に設定した。

得られたエーテル抽出液を無水硫酸ナトリウム

により 24 時間脱水し、窒素ガス吹流により

25uL まで濃縮し、凍結保存した (－30℃)。分

析時は濃縮試料を解凍後、1uLを測り取り、液

体窒素によるクライオ-フォーカス-システム

（－150℃トラップ、Gerstel社製）により、

GC-MS（6890N-5973MSD 、Agilent 社製）に

注入して分析した。分析カラムにはDB-WAX 

（30m×250μm I.D.、膜厚0.25μm、Agilent社

製）を用い、カラム室の昇温条件は

40℃（4 分）

↓

8℃昇温（25 分）

↓

240℃（10 分）

の 39 分間の分析プログラムとした。注入口温

度は 240℃に設定し、キャリアガスには超高純

度ヘリウムを使い、スプリットレスにより分析

した。測定は３回繰り返し、検出された香気成

分化合物のピーク面積の平均値を算出した。

図1 減圧連続蒸留抽出装置

３．結果および考察

GC-MS 分析によって得られたタイムインテ

ンシティチャートを図 2 に示す（横軸は分析時

間、縦軸は電子シグナルの強度を示すアバンダ

ンスを表す）。

日本獣医生命科学大学 小竹 佐知子
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分析の結果、60化合物を検出し、そのうちの

53化合物は、いずれも30日間熟成の方が多く含

まれていることが明らかとなった（表 1）。

30日間熟成の方が多かった化合物類には、

｢脂臭｣の特徴であるアルデヒド類が挙げられ、

heptanal (No.2)が4.6 倍、dodecanal (No.3)が

8.8 倍となっていた。

この他、｢酸臭｣につながる4-methoxy

-butanoic acid (No.6)が 9.2 倍となっていた。

アルデヒド類は、脂肪を構成しているトリア

シルグリセロールから遊離した脂肪酸の酸化反

応により生成されることが知られており、熟成

中のアルデヒド類の増加は、熟成香発生に寄与

するものと考えられる。

４．展望

熟成期間中に、香気成分の増加することが認

められ、これらの熟成香が、料理操作により、

どのように感じられるかを、官能評価によって

検討することが必要となってくる。

図2 GC-MS分析のクロマトチャート (上段：と畜直後、下段：30日間熟成)

屠畜直後

30日間熟成

日本獣医生命科学大学 小竹 佐知子
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表1 GC-MS分析により検出された香気成分化合物

No. 類別 RT
香気化合物
Library/ID

と畜日を１とし
た

30日の方が

含量が多い
0日 30日

1 アルデヒド類 8.29 Hexanal, 5-methyl- 1 1.5 *

2 10.00 Heptanal 1 4.6 *

3 13.07 Dodecanal 1 8.8 *

4 13.65 Nonanal 1 1.5 *

5 23.93 Tetradecanal 1 4.7 *

6 酸類 7.96 Butanoic acid, 4-methoxy- 1 9.2 *

7 10.10 Succinamic acid 1 0.9

8 14.42 Acetic acid 1 2.0 *

9 15.82 Propanoic acid 1 0.8

10 17.18 Butyric acid 1 1.1 *

11 17.19 Hexanoic acid 1 0.6

12 19.02 2-Amino-5-methylbenzoic acid 1 2.1 *

13 22.89 Octanoic Acid 1 0.8

14 25.32 Decanoic acid 1 1.5 *

15 27.57 Dodecanoic acid 1 0.7

16 アルコール類 4.80 2-Propanol, 1-(1-methylethoxy)- 1 2.2 *

17 8.54 1,5-Pentanediol 1 4.4 *

18 9.45 1-Butanol 1 1.8 *

19 11.01 1-Pentanol, 2-methyl- 1 0.8

20 11.27 1-Pentanol 1 1.7 *

21 11.75 1,3-Dioxan-5-ol 1 1.8 *

22 14.11 2-Heptanol, 5-ethyl- 1 1.5 *

23 14.54 1-Octen-3-ol 1 1.8 *

24 15.01 4-Methyl-2-hexanol 1 5.2 *

25 15.19 2-Ethyl-1-hexanol 1 0.8

26 18.01 1-Octanol, 2-butyl- 1 1.3 *

27 19.15 1-Decanol, 2-methyl- 1 7.5 *

28 19.43 Ethanol, 2-(dodecyloxy)- 1 2.1 *

29 22.55 Ethanol, 2-(hexadecyloxy)- 1 2.9 *

30 23.28 Elemol 1 2.2 *

31 24.10 1-Decanol, 2-ethyl- 1 3.6 *

32 24.13 1-Hentetracontanol 1 4.5 *

33 27.57 2-Hexadecanol 1 5.7 *

34 エステル類 6.71 Acetic acid, 1-methylpropyl ester 1 3.3 *

35 7.84 Acetic acid, (2-ethoxy)ethoxy-, methyl ester 1 3.1 *

36 8.50 Methyl 2-methoxypropenoate 1 3.9 *

37 9.01 Butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester 1 4.9 *

38 12.91 Hexyl octyl ether 1 2.5 *

39 18.60 Methoxyacetic acid, dodecyl ester 1 5.6 *

40 アルカン類 5.58 Propane, 1-ethoxy- 1 3.6 *

41 10.23 Dodecane 1 1.9 *

42 12.07 Tridecane 1 1.2 *

43 12.25 Undecane, 2,3-dimethyl- 1 2.1 *

44 12.61 Tetradecane, 2-methyl- 1 2.3 *

45 15.29 Decane, 1,1'-oxybis- 1 4.1 *

46 16.14 Tetradecane, 5-methyl- 1 2.2 *

47 17.01 Hexadecane 1 1.3 *

48 19.94 Octadecane 1 1.8 *

49 21.89 Cyclododecane 1 2.0 *

50 25.79 Eicosane 1 2.0 *

51 その他 8.07 Hexane, 3,3-dimethyl- 1 1.7 *

52 8.26 Oxirane, 2-methyl-3-propyl-, cis- 1 4.2 *

53 8.97 N-Acetylethylenediamine 1 2.2 *

54 10.72 Pyrrolidine 1 2.3 *

55 11.86 3-Hydroxy-2-butanone 1 1.6 *

56 17.99 1-Heptadecanamine 1 4.2 *

57 19.86 2-Hexadecene, 2,6,10,14-tetramethyl- 1 2.2 *

58 22.19 Benzene, (1-ethyldecyl)- 1 2.4 *

59 22.68 Benzene, (1-pentyloctyl)- 1 4.5 *

60 25.05 α-Cadinol 1 2.2 *

日本獣医生命科学大学 小竹 佐知子
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◼ 牛バラ肉（ブロック） 1.5kg

◼ 米のとぎ汁（牛肉の炊き地）

◼ 酒 540cc

◼ 水 540cc

◼ 黒砂糖 70g

◼ 八丁味噌 70g

◼ 濃口醤油 30cc

① 牛肉は適当な大きさに切り、フライパンで回り全体
に焼き目を付ける。

② 米のとぎ汁で15時間程度湯がき、水にさらしたのち、
再度糠を落とす為に水から湯がき、わいたら水にさ
らす。

③ 穴の開いたバットに並べ蒸し器で10分蒸して、水気
をとる。

④ 鍋に酒と水、調味料を入れ、八丁味噌が溶けたら、
牛肉を加え、30～40分炊く。

⑤ じゃが芋は1.5ｃｍ程度にスライスして15分程蒸して、
目の細かい裏漉しで裏漉す。

⑥ 出汁に調味料を入れひと煮たちしたら、水溶き葛で
とろみをつける。

⑦ 冷ましてから、裏漉ししたじゃが芋とよく混ぜる。

⑧ いんげんはヘタを切って、3.5cmの長さに切り、湯が
く。

⑨ 出汁と調味料を合わせて火にかけ、わいたら冷ます。

⑩ 湯がいたいんげんを漬ける。

⑪ 器に切りだした角煮を盛り、温めたじゃが芋あんを
かける。いんげんを添えて辛子を天盛りして完成。

⚫ 材料：牛角煮（約10人前） ⚫ 作り方

レシピ考案

村田吉弘（菊乃井）

◆牛角煮

全日本・食学会理事長。京都の老舗料亭【菊乃井】三
代目。和食のユネスコ無形文化遺産登録に尽力。ライ
フワークは「日本料理を正しく世界に発信する」「公
利のために料理を作る」。12年「現代の名工」。15年
農林水産省より日本食普及の親善大使に任命。 2018年
春の叙勲にて黄綬褒章を受章。同年に文化功労者とな
る。著書に『和食のこころ』（世界文化社）、『割合
で覚える和の基本』（NHK出版）他多数。

⚫ 材料：じゃが芋あん

◼ ジャガイモ（皮をむいた状態）300g

◼ 出汁 400cc

◼ 淡口醤油 15cc

◼ 味醂 少々

◼ 塩 少々

◼ 水溶き葛 適量

⚫ 材料：いんげん

◼ いんげん 12本

◼ 出汁 80cc

◼ 淡口醤油 ５cc

◼ 塩 少々

和 洋 中
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◼ 竹炭パン 50g

◼ サーロイン 150g

◼ リブロース 150g

◼ ピータン 適量

◼ マヨネーズ 適量

◼ 玉ねぎ（みじん切）適量

◼ チャービル

① 塩漬けアヒルの卵は、10分蒸して裏ごしし、《A》溶
かしバターと混ぜ合わせて、冷やし固める。

② 《B》をミキサーでペースト状にし、サーロインとリ
ブロースにまんべんなく塗り、真空にして50℃のお
湯に入れ、50分間温度を保ったまま加熱する。

③ ②を取り出し、包丁でミンチにしてボールにいれ、
《D》を加え混ぜ合わせる。10等分にし、①5gを真
ん中にして丸める。

④ ③に《C》薄力粉→卵の順でつけて、サイコロ状にカ
ットした竹炭パンをまぶす。

⑤ 200℃の油で、30秒揚げて取り出し、余熱で2分おく。

⑥ ピータン、マヨネーズ、玉ねぎを混ぜ、ソースを作
る。

⑦ ⑤を半分にカットし、お皿に盛り上にチャービルを
のせる。⑥ソースを添えて完成。

⚫ 材料 ⚫ 作り方

◆黒麺包牛肉（サーロインとリブロースの低温調理 香り揚げ）

⚫ 調味料

《A》

《B》

《C》

《D》

• 溶かしバター 60g

• 塩漬けアヒルの卵 ４個

• エシャロット 適量

• オリーブオイル 適量

• 薄力粉 適量

• 卵 適量

• 溶かしバター 30g

• 塩 ３g

【Wakiya 一笑美茶樓】をはじめ、国内に４店舗を展

開。上海料理の伝統を軸に、旬素材を駆使した身体に

優しい中国料理は、国内外から高い評価を得ている。

2010年、卓越した技能者に贈られる「現代の名工」を

受賞。14年秋の叙勲にて黄綬褒章を受章。

レシピ考案

脇屋友詞
（Wakiyaグループオーナーシェフ）

和 洋 中
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◆金醤炒牛肉（ウチモモ肉の黒味噌花巻サンド）

◼ ウチモモ肉 100g

◼ チコリ 適量

◼ 花巻 適量

① 牛肉の繊維にそって細切りにし、《A》で下味を
つける。

② フライパンに分量外の油を入れ、①を炒めながら
ほぐし火をいれ、油を切る。

③ ②に《B》を加えて炒める。

④ チコリに③をのせ、蒸した花巻にはさんで完成。

⚫ 材料 ⚫ 作り方

⚫ 調味料

《A》

《B》

• 卵 少々

• 水 少々

• 塩 少々

• 胡椒 少々

• 片栗粉 少々

• 油 少々

• 生姜 小さじ１

• 紹興酒 小さじ１

• 醤油 小さじ２

• ひしほ味噌 大さじ２

• 胡麻油 小さじ１

• スープ 大さじ１

• 水溶き片栗粉 少々

和 洋 中
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◆牛肉頂上飯（すね肉とウチモモ肉のスープご飯）

◼ ウチモモ肉

◼ すね肉

◼ ご飯

◼ 香菜

① ウチモモ肉、すね肉は、3%の塩をすりこみ真空に
して、２～３日保存する。

② お湯に、①を入れボイルし、アクを取り除き
《A》を入れ約30分炊く。バットに移し、1時間か
ら1.5時間蒸す。

③ すね肉は、スープにつけたまま冷蔵庫で冷やし、
薄くスライスして《B》ソースをかける。

④ ウチモモ肉は、細かくカットして《C》を加えて
炒める。

⑤ 残りのスープを《D》で味をととのえる。

⑥ 器にご飯を盛り、④をのせ、スープを注いで完成。

⚫ 材料 ⚫ 作り方

⚫ 調味料

《A》

《B》

• セロリの葉 50g

• 玉ねぎ 50g

• 生姜 10g

• 陳皮 ３g

• 花山椒 ３g

• 丁子 適量

• 白粒胡椒 適量

• ローリエ １枚

• 塩 適量

• 紹興酒 大さじ１

• 生姜すりおろし 大さじ２

• 塩 少々

• ピーナッツオイル 少々

《C》

• にんにく 大さじ１

• 塩漬け唐辛子 大さじ１

• 芽菜 大さじ１

• 豆板醤 小さじ１

• 高菜漬け 大さじ１

《D》

• 醤油 少々

• ラー油 少々

• 山椒油 少々

和 洋 中
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◆牛のネックとタン、牛脂のコンフィ仕立てサルサヴェルデ

レシピ考案

山根大助（ポンテベッキオ）

大阪あべの辻󠄀調理師専門学校を卒業後、神戸「ドンナロイヤ」

に入社して84年渡伊。ミラノ「グアルティエロ・マルケー

ジ」をはじめ、各地で研鑽を積み、86年に帰国。大阪本町橋

（現在は北浜）に【リストランテ・ポンテベッキオ】を開店。

2004年にはイタリア文化の日本への普及に貢献したとしてカ

ヴァリエーレ章を受勲。現在、北浜本店の他に梅田で２店舗、

堺東に１店舗を営業。また、レストランウェディング、物販商

品などを製造するセントラルキッチンを展開する等、その類稀

なるセンスで新たなイタリア料理の地平を切り拓いている。

◼ 牛ネックのマリネ
余分な脂などを取り除き、適当な大きさにカットし、
肉の重さに対して1％の塩と0.5％の濃口醬油を肉の
表面全体にまとわし、玉ねぎ、セロリ、エシャロッ
トのスライス、イタリアンパセリの軸、ローリエ、
ブラックペッパーを全体に絡めて1日置く。

◼ 牛タンのマリネ
表面の皮を引き適当大きさにカットし、肉の重さに
対して1.2％の塩と玉ねぎ、セロリ、エシャロット
の粗みじんを肉の表面全体にまとわし1日置き臭み
を取る。

◼ 煮卵
ゆで卵を作り殻をむき、肉をコンフィした際に出た
煮汁で煮て味を含ませる。

◼ サルサヴェルデ
２人前分量：細ねぎ（さっと炒めて火を入れたも
の）5ｇ、細ねぎ（生）5ｇ、バジル10ｇ、パセリ
10ｇ、ケイパー10ｇ、アンチョビ10ｇをみじん切
りにし、すりおろしたレモンの皮少量、にんにく少
量、パルミジャーノチーズ（すりおろした状態）５
ｇ、レモン汁５ｇ、を混ぜ合わせ塩、こしょうで味
を調えるたもの。

◼ 牛脂
ネックなどの余分な脂を熱して溶かしたもの。

◼ アンディーブ
適当な大きさにカットし、シェリービネガー、塩で
味を調える。

◼ マッシュルーム
生のまま適当大きさにカットし、シェリービネガー、
塩で味を調える。

◼ モスタルダ さいの目にカット。

① 牛ネックのマリネの余分な水分を拭き取り、野菜や
香辛料と牛脂（肉の重さに対して１割の量）を一緒
に真空パックする。

② 牛タンのマリネを流水で洗い流し、水分を拭き取り
元の肉の重さに対して0.5％の濃口醬油、玉ねぎ、
セロリ、エシャロットのスライス、イタリアンパセ
リの軸、ローリエ、ブラックペッパー、牛脂（肉の
重さに対して１割の量）を一緒に真空パックする。

③ ①、②の真空パックした肉を92℃の湯煎で牛タンは
４時間、牛ネックは５時間加熱する。

④ 脂と煮汁、肉に分け（野菜、香辛料は取り除いてお
く）、煮汁の一部で煮卵作る。煮汁の一部とポーシ
ョンカットしたそれぞれの肉を真空パックしておく。

⑤ 皿にサルサヴェルデを敷き80℃前後の湯煎で温めた
肉、半割にした煮卵を盛り、少し煮詰めた煮汁をか
け、アンディーブ、マッシュルーム、モスタルダを
添えて出来上がり。

⚫ 材料（下ごしらえ） ⚫ 作り方（仕上げ）

和 洋 中
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◼ サーロイン、リブロース １kg

硬いスジやかぶりの部分を取り除き繊維方向に2分
割する。

◼ グアンチャーレ 16枚
薄めのスライス

◼ グレービーソース
〈材料〉牛肉の端材、玉ねぎ、人参、セロリ、にん
にく、タイム、ローリエ、ブラックペッパー、マル
サラ酒、赤ワイン、鶏のブロード ※作り方右記参
照。

◼ マッシュポテト 500ｇ
メークインの皮をむき適当な大きさにカットし鍋に
ひたひたの水、塩を少量入れて加熱し、水分が無く
なり柔らかくなったら無塩バター、パルミジャーノ
チーズを加え味を調える。

① トリミングしたサーロイン、リブロースに繊維を断
つようにＤカッターでカットする。

② 肉の端材、玉ねぎ、人参、セロリをフライパンで香
り良く炒め天板に広げにんにく、タイム、ローリエ
を加え150℃湿度10％に設定したコンベクションオ
ーブンに入れる。

③ ①でDカットした肉の表面をグアンチャーレで包む
ように巻きロース糸で縛り、塩、こしょうをし②の
天板の上に網棚を置きその上で3分加熱し5分休ませ
る。（加熱した時に出た脂などを下の天板で受け
る）これを5回繰り返し少し温かい所で休ませてお
く。（芯の大きさによって4回～6回繰り返す）

④ 天板の具材を鍋に移し加熱しマルサラ酒、赤ワイン
を加え煮詰まったところに鶏のブロードを加えアク
を取り除きながら1時間ほど煮て旨味を抽出しシノ
ワで漉して煮詰めたらグレービーソースの完成。

⑤ 皿に出来上がったマッシュポテトを盛り付けグレビ
ーソース、休ませておいた肉を再度温めカットし盛
り付け仕上げに香りの良いEXVオリーブオイルをか
けて完成。

◆サーロイン、リブロースのDカット、グアンチャーレ巻きロースト グレービーソース

◼ 塩 適量

◼ 胡椒 適量

◼ EXVオリーブオイル 適量

⚫ 材料（５人前） ⚫ 作り方

和 洋 中
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◼ ウチモモ肉 50ｇ
繊維が短くなるように薄くスライスし粗く刻む。

◼ 全卵 25ｇ

① ボウルに氷をあてて、ウチモモ肉ミンチを入れ塩を
し、牛乳と鶏のブロードで浸しておいたパン粉、パ
ルミジャーノチーズ、玉ねぎとにんにくのソフリッ
ト加え混ぜ合わせる。

② ①にウチモモ肉と全卵で作ったペーストを加え練ら
ないようにさっくりと混ぜ合わせる。

③ ②を2等分しハンバーグ型に成形する。

⚫ ハンバーグの下ごしらえ

◆ウチモモ肉のめっちゃジューシーハンバーグ イタリア風

◼ にんにく 少量 おろし金ですりおろす。

◼ 玉葱 60ｇ みじん切り

◼ オリーブオイル 適量

◼ 牛乳 20㎖

◼ 鶏のブロード 20㎖ 半分くらいに煮詰めたもの

◼ ドライパン粉 8ｇ

◼ パルミジャーノ 6ｇ 粉末状

◼ 塩 ２ｇ

◼ 胡椒 適量

◼ ナツメグ 適量

① フライパンにEXVオリーブオイルを入れ、ハンバー
グを入れ表裏両面に少し色付く程度焼く。

② 無塩バターを少し加え、蓋をして焼いていく。とき
どき溶けたバターと肉汁をかけながら、ゆっくり火
を入れる。

③ ハンバーグに火が通ったら、フライパンに鶏のブロ
ード、トマトジャムを加え、ハンバーグにモッツァ
レッラ、パルミジャーノチーズをのせ、バジルを散
らして蓋をする。

④ モッツァレッラがいい感じに溶けたら皿にソースと
一緒に盛り付け香りの良いEXVオリーブオイルをか
けて完成。

⚫ 作り方（仕上げ）

⚫ トマトジャムの作り方（作りやすい分量）

① フライパンにエシャロット、玉葱を加え少し多いめ
のオリーブオイルでソフリットして甘味や香りを引
き出す。※濃い焼き色が付かないように注意。

② ①のエシャロットと玉葱がしっかりと炒まり、凝縮
感が出たらフルーツトマトを加え、塩をして混ぜ合
わせ中火でトマトがジャム状になるまで加熱する。

③ ②にトマトホール缶を加え、余分な水分が飛ばすよ
うに加熱する。

◼ フルーツトマト 25ｇ 湯むきして5ミリ角にカット
◼ トマトホール缶 120ｇ 芯を取り除き1ｃｍ角カット
◼ エシャロット 10ｇ 皮をむき、みじん切り
◼ 玉葱 10ｇ 皮をむき、みじん切り
◼ 塩 適量
◼ EXVオリーブオイル 適量

◼ ウチモモ肉 細挽きミンチ（5mm） 200ｇ

⚫ 材料（２人前）

※ウチモモ肉と全卵をフードプロセッサーでペースト状にな
るまで攪拌する。

※フライパンにオリーブオイルを入れて、にんにくと玉葱を
じっくりと炒め揚げ（ソフリット）する。
（ソフリットの出来上がり量 約25ｇ）

※ドライパン粉は牛乳、鶏のブロードに浸してもどしておく。

和 洋 中
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◼ うちバラ肉 360ｇ
こしょうをして皮があった方の脂をフライパンで軽
く焼く。

◼ 野菜のソフリット 80ｇ
玉ねぎ120ｇ、人参60ｇ、セロリ60ｇをみじん切り
にしじっくり揚げ炒めじたもの

◼ 鶏のブロード 適量

◼ 牛肉の端材 150ｇ

① こしょうをして軽く焼いたバラ肉を適当な大きさに
カットし少量のローリエと一緒に真空パックし92℃
の湯煎で柔らかくなるまで約3時間加熱する。

② フライパンにEXVオリーブオイル、牛肉の端材を入
れ表面をさっと炒め、鶏のブロードを加え1時間ほ
ど煮て牛肉の旨味をブロードに移す。

③ 鍋で凝縮するように香り良く炒めた野菜のソフリッ
トに白ワインを加え煮詰まったたら②の牛のブロー
ド、①で出たドリップ液を加えソフリットが柔らか
くなるまで約30分煮る。

④ 別の鍋にEXVオリーブオイル、エシャロットのみじ
ん切りを入れ炒める。香り良く炒まったらカルナロ
ーリ米を加え更に炒め、炒まれば白ワインを加え煮
詰める。次に鶏のブロード、塩、戻しておいたサフ
ランを加えリゾットを炊いていく。

⑤ ④のリゾットがアルデンテになったら発酵バターを
加えマンテカーレして仕上げにパルミジャーノチー
ズを加える。

⑥ ③で出来た煮込みソースに柔らかくなったバラ肉、
グレモラータを加え熱々になるまで加熱する。皿に
⑤のリゾットを盛り熱々になった煮込みを盛り付け
て出来上がり。

◆シェフ牛バラ肉の柔らか煮 グレモラータ風味

◼ カルナローリ米 60ｇ

◼ サフラン 適量 少量の水で戻しておく

◼ 発酵バター 30ｇ

◼ グレモラータ 10ｇ
削ったレモンの皮40ｇ、イタリアンパセリ60ｇ、ケ
イパー50ｇ、アンチョビ60ｇ、にんにく少量、
EXVオリーブオイル150ｇをミルサーで細かく潰し
たもの

◼ 白ワイン 30ｇ

◼ パルミジャーノチーズ 20ｇ

◼ エシャロット 15ｇ みじん切り

◼ 塩 適量

◼ 胡椒 適量

◼ ローリエ 適量

⚫ 材料（３人前） ⚫ 作り方

和 洋 中
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◼ うちバラ肉 360ｇ
こしょうをして皮があった方の脂をフライパンで軽
く焼く。

◼ 野菜のソフリット 80ｇ
玉ねぎ120ｇ、人参60ｇ、セロリ60ｇをみじん切り
にしじっくり揚げ炒めじたもの。

◼ 鶏のブロード 適量

◼ 牛肉の端材 150ｇ

◼ グレモラータ
削ったレモンの皮40ｇ、イタリアンパセリ60ｇ、ケ
イパー50ｇ、アンチョビ60ｇ、にんにく少量、
EXVオリーブオイル150ｇをミルサーで細かく潰し
たもの。

◼ マッシュポテト
メークインの皮をむき適当な大きさにカットし鍋に
ひたひたの水、塩を少量入れて加熱し、水分が無く
なり柔らかくなったら無塩バター、パルミジャーノ
チーズを加え味を調える。

① こしょうをして軽く焼いたバラ肉を適当な大きさに
カットし少量のローリエと一緒に真空パックし、
92℃の湯煎で柔らかくなるまで約３時間加熱する。

② フライパンにEXVオリーブオイル、牛肉の端材を入
れ表面をさっと炒め、鶏のブロードを加え、１時間
ほど煮て牛肉の旨味をブロードに移す。

③ 鍋で凝縮するように香り良く炒めた野菜のソフリッ
トに白ワインを加え、煮詰まったたら②の牛のブロ
ード、①で出たドリップ液を加え、ソフリットが柔
らかくなるまで約30分煮る。

④ ③で出来た煮込みソースに柔らかくなったバラ肉、
グレモラータを加え、熱々になるまで加熱する。皿
にマッシュポテトを盛り、熱々になった煮込みを盛
り付けて出来上がり。

◆シェフ牛バラ肉の柔らか煮 マッシュポテト添え

◼ 塩 適量

◼ 胡椒 適量

◼ ローリエ 適量

⚫ 材料（３人前） ⚫ 作り方

和 洋 中



２－（４）シェフによる考案メニュー（新山重治）
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◼ 前スネ肉 2.1㎏

◼ 鞍馬山椒 25g

◼ 陳皮（乾燥ミカンの皮）35g

◼ 生姜 50g

◼ ボイル水 800㏄

◼ 玉葱 ２個

◼ 赤パプリカ ２個

◼ 高菜 500g

◼ 三つ葉 10p

◼ 煎りごま 少々

◼ ごはん 適量

① 前スネ肉を適当な大きさに切り分け、１時間ボイル
して粗熱がとれたら、7㎜～10㎜の大きさに切り揃え
ておく。

② 高菜のみじん切りは水けを絞って、塩、砂糖、ごま
油で合えて味を入れておく。

③ ボイルしたお湯2000㏄と調味料を合わせ、沸かす。
この中に切った肉と鞍馬山椒、陳皮、生姜を入れ、
圧力鍋で約30分煮込む。

④ 温かいご飯の上に煮込んだ肉を乗せ、煮汁を水溶き
片栗粉でとろみをつけ、スライスして水で洗った玉
葱、パプリカを盛り付け、高菜と三つ葉を添え、煎
りごまをふりかけ完成。

⚫ 材料 ⚫ 作り方

レシピ考案

新山重治（礼華）

◆陳皮牛肉飯（牛スネ肉の陳皮入り台湾風ご飯）

⚫ 調味料

◼ 醤油 530g

◼ グラニュー糖 320g

◼ 紹興酒 340g

◼ みりん 180g

◼ 中国醤油 20g

和 洋 中

1957年青森県生まれ。16歳で調理師となり、東條會舘等を経て、
86年立川リーセントパークホテル『楼蘭』において脇屋友詞の
もとで副料理長を務め、91年には同店の料理長に就任。97年か
ら『トゥーランドット游仙境』の料理長を務め、98年『魚翅海
鮮酒家筑紫樓』恵比寿本店の料理長に就任。04年3月6日、オー
ナーシェフとして新宿御苑前に中国料理【礼華（らいか）】オ
ープン。09年南青山に【礼華青鸞居（せいらんきょ）】、18年
【礼華四君子草（しくんしそう）】をオープン。



２－（５）シェフによる考案メニュー（小澤善文）
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◼ サーロイン

◼ ブリスケット

◼ バラ肉

◼ 万能ねぎ

◼ 山椒粉

◼ 麺

① サーロインは《C》をミキサーでピューレにしたもの
をすりこみ、真空にして50℃で１時間低温調理する。

② バラ肉は、カットしボイルをして、《A》とスープを
加えて2時間蒸す。ブリスケットは細かくカットする。

③ 鍋に、②と《D》を加えて炒めて餡をつくる。

④ 器に《B》を入れ、茹でた麺を入れて、③をかける。
焼いてカットした①をのせて、最後に山椒粉と万能
ねぎを盛って完成。

⚫ 材料 ⚫ 作り方

レシピ考案

小澤善文（Turandot臥龍居）

◆麻婆牛肉麺（ピリ辛麻婆牛肉まぜそば）

1975年静岡県生まれ。1995年東京都立川市のリーセン
トパークホテルへ入社し、当時同ホテルの総料理長を
務めていた脇屋友詞に出会う。1997年に脇屋友詞が総
料理長を務める『Turandot 游仙境横浜店』のオープ
ニングスタッフとして移籍。その後、『Turandot 游
仙境』各店を経て、2001年東京・赤坂【Wakiya 一笑
美茶樓】の料理長に就任。2010年第16回日経レストラ
ンメニューグランプリで優勝。現在、Wakiyaグループ
統括料理長を務める。

⚫ 調味料

《A》

《B》

《C》

《D》

• セロリの葉 50g

• 玉ねぎ 50g

• 生姜 10g

• 陳皮 3g

• 花山椒 3g

• 丁子 適量
• 白粒胡椒 適量
• ローリエ 1枚
• 塩 適量
• 紹興酒 大1

• 醤タレ
• 山椒
• ラー油

• エシャロット 適量
• オリーブオイル 適量
• 塩 少々

• 葱油
• にんにく
• 生姜
• 豆板醤
• 紹興酒
• 醤油
• スープ
• 胡椒
• 水溶き片栗粉
• 胡麻油
• ラー油

和 洋 中



２－（６）シェフによる考案メニュー（林亮平）
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（つくりやすい量）

◼ 牛もも肉（塊/5cm厚さのもの）450～500g

◼ ごぼう 9cm（30～40g）

◼ にんじん 5cm（40～50g）

◼ にんにく（薄切り）1かけ分

① 「シェフ牛根菜ロースト」を前日作っておく。
※上記レシピ参照。

② 昆布だしと塩を合わせて冷ましておく。菜種をさっ
と湯がいて水気をきり昆布塩水につけておく。

⚫ 材料（シェフ牛根菜ロースト）

⚫ 前日の準備

◆牛助六寿司（イ）シェフ牛太巻き（シェフ牛根菜ロースト）

レシピ考案

林亮平（てのしま）

① たくわんを細切り、やまごぼうと菜種は水気をとる。
肉は薄切りにする。アボカドは皮をむき棒状にする。

② 海苔に酢飯を広げ、①の具材を並べ、からしをのせ
て巻く。

⚫ 作り方（シェフ牛太巻き）

① ごぼう、にんじんは共に薄切りにする。フライパン
に太白油を強火で熱して牛肉を入れ、６面すべてに
こんがりと焼き色をつける。

② ぴったりふたのできる鍋に①の野菜とにんにく、
《A》を合わせ、強火にかける。沸騰してから2～3分
間煮立て、アルコール分をとばす。火を止めてすぐ
①の肉を加え、落としぶたをする。

③ 熱が逃げないように、すぐ鍋のふたもして、コンロ
から下ろさずに1時間30分ほどおく。汁ごと保存容器
に移し、冷蔵庫に一晩（８時間以上）おく。

⚫ つくり方（シェフ牛根菜ロースト）

◼ シェフ牛根菜ロースト 120ｇ

◼ 酢飯 200g

◼ 木の芽 ５ｇ

◼ 海苔全形 1枚

◼ 菜種 ６本

◼ 昆布だし 100ｃｃ

◼ 塩 ２ｇ

◼ たくわん 30ｇ

◼ 山ごぼう味噌漬け 15ｇ

◼ 辛子 ５ｇ

◼ アボカド 1/4個

⚫ 材料（シェフ牛太巻き １本分）

※厚ければそいで、５cm厚さに整える。冷蔵庫から出
して１時間ほどおき、常温に戻す。

• 水 カップ3

• 酒 カップ3/4

• しょうゆ 125ml

• 砂糖 60g

《A》

1976年香川県丸亀市生まれ。立命館大学卒業後、株式会社
菊の井に入社。菊乃井主人村田吉弘氏に師事し、 2011年、
上海万博にて料亭「紫」料理長赴任、菊乃井本店副料理長就
任。2015年、菊乃井赤坂店渉外料理長就任。17カ国以上で
和食普及のためのイベントに携わり、機内食開発をはじめ、
国際会議や首相官邸での晩餐会の料理も担当。
2018年に菊乃井から独立し、南青山にオープンした日本料
理店【てのしま】は、菊乃井仕込みの技術をベースに、少し
日常に寄った日本料理で注目を集め、2020年にはミシュラ
ン一つ星を獲得。

洋 中和



２－（６）シェフによる考案メニュー（林亮平）
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⚫ 材料 ⚫ 作り方

◆牛助六寿司（ロ）シェフ牛いなり寿司

① 米を洗米する。30分置いて米を炊く。

② 油揚げを半分に切る。鍋に湯を沸かし、沸いたとこ
ろに揚げを入れしっかり油抜きをする。ザルにあけ
る。水気がきれたらそのまま鍋に戻す。水気が少々
残っていてもよい。

③ 揚げを炊く。鍋の揚げを大体平らにならし、分量の
水、調味料をすべて加える。落し蓋をして汁気がひ
たひたになるまで炊く。そのまま冷ます。冷めてき
て揚げが触れるようになったら揚げの形を整え、容
器に移す。煮汁を加え落としラップをして、煮汁を
まわす。

④ ①の米が炊けたところで、ボウルに移し、寿司酢を
回しかけ、全体に粘りが出ないよう、切るようにさ
っくり混ぜ合わせる。

⑤ ④が冷めたら具材を加え、混ぜ合わせる。

⑥ ③の揚げの汁気をきり、④のシャリを詰める。

（しゃり）

◼ 米 ２合

◼ 水 330cc

◼ 寿司酢 70cc（塩９g 砂糖 24g 酢 60cc）

（中具）

◼ シェフ牛 250g

◼ 酒 20cc

◼ 水 120cc

◼ 塩 1.25g

◼ ごぼう笹がき 160g

◼ 濃口醤油 10cc

◼ 黒胡椒ペースト 16g

◼ 塩漬け黒胡椒 16g

◼ あらびき黒胡椒 ４g

（いなり揚げ）

◼ 正方形の油揚げ ６枚（いなり12個分）

◼ 水 1,000cc

◼ 酒 50cc

◼ 濃口醤油 40cc

◼ 砂糖 55g

※ 細かく切ったシェフ牛を水、塩、酒で煮汁がなくな
るまで炊く。

※ 笹がきにしたごぼうをひたひたの水に漬け、その水
ごと鍋でごぼうを炊く。ごぼう自体が柔らかくなる
まで炊き、濃口を加える。汁気がなくなるまで炊く。

洋 中和



２－（７）シェフによる考案メニュー（川上春樹）
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◼ ジャージ牛 三角バラ 1.7kg

◼ エキストラオリーブオイル 150g

◼ アンチョビ フィレ 75g

◼ ニンニク ３片

◼ ミラノサラミ 40g

◼ ドライパン粉 80g

◼ 水 適量

◼ 塩 適量

① ジャージー牛三角バラに軽く塩をしてタコ糸で縛る。

② 鍋に水とポレンタ粉を入れ弱火にかけ練っていき濃
度と状態をみながら水を加えていき、仕上げにバタ
ーと牛乳、塩を入れ型に流し込み、固めたポレンタ
を作る。

③ 大きめの鍋にエキストラオリーブオイル、芯を取っ
たニンニクを入れ弱火にかける。

④ にんにくの香りが出たところで、アンチョビ、みじ
ん切りにしたミラノサラミを入れ軽くソテーする。

⑤ ④の鍋に①を入れ、鍋のオリーブオイルを回しかけ
ながら表面を焼いていく。

⑥ 肉の表面が焼き固まったところに、たっぷりの水(肉
がつかる位)を入れて蓋をし、3時間程弱火で煮込む。

⑦ 肉が串をさし柔らかくなったら、取り出し煮汁を煮
詰めていく。

⑧ ⑦が半量ほどに煮詰まったら、パン粉をゆっくりと
入れて濃度をつける。

⑨ タコ糸を外し切り分けた⑦を⑧に入れ、バターを入
れ味を調え、器へ盛る。

⑩ 仕上げにたっぷりのロディジャーノチーズのすりお
ろしと粗めに刻んだイタリアンパセリを振りかけ、
表面を焼いたポレンタを添えて完成。

⚫ 材料：ジャージ牛煮込み 10人前（１人前約100g） ⚫ 作り方

レシピ考案

川上春樹（Casa di Camino）

◆マンツォ・アッローリオ（ジャージー牛のロンバルディア風オリーブオイル煮込み）

2014年に東京・国立にオープンしたイタリア料理店
【Casa di Camino】オーナーシェフ。2016年６月から
日本イタリア料理協会会員となり、店に立つ傍ら、日
本イタリア料理協会の活動にも積極的に参加し、イタ
リア料理を盛り上げるため、数々のイベント等で精力
的に活動中。

⚫ 材料：ポレンタ

◼ 水 適量

◼ ポレンタ粉 300g

◼ バター 50g

◼ 牛乳 30g

◼ 塩 適量

⚫ 材料：仕上げ

◼ バター 適量

◼ イタリアンパセリ 適量

◼ ロディジャーノ 適量

ジャージー牛特有の優しい香りを生かし寄り添えられるようシンプルにオリーブオイルとアンチョビをベ
ースとした煮込み料理で仕上げました。脂と肉質のバランスが良い三角バラの部位を使い、噛むごとに香
りを楽しめると感じます。
また、バターや乳製品での需要も多い品種ということで、バター、料理発祥のロンバルディア州のチーズ、
ロディジャーノで仕上げたことにより、味わいに深みがプラスできたのではと思います。

【シェフによるコメント】

和 洋 中



２－（８）シェフによる考案メニュー（小川吉輝）
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◼ 生そば 20g

◼ 牛肉薄切り 90g（３切れ）

◼ 板ゆば ２つ（２cm幅のゆばを巻いたもの）

◼ あん
・甘汁（温用汁） 100cc

・水溶き片栗粉 （片栗粉１：水１）

◼ おろし生姜 適量

① 生そばを丸い金枠に入れて揚げ、取り出して油をき
って器に入れる。

② あんを作る。鍋に甘汁を入れ沸かし、水溶き片栗粉
でとろみをつける。

③ お湯を沸かし、ゆばを温め、牛肉を入れて火を通す。

④ ①の揚げそばの上にゆばと牛肉をのせ、上から②の
あんをかけて、その上におろし生姜を添える。

⚫ 材料（１人前） ⚫ 作り方

◆シェフ牛とゆばの揚げあんかけ蕎麦

レシピ考案

小川吉輝（そば小川）

北海道帯広市出身。玉川大学工学部を卒業。大手企業
に就職後、函館市『天ぷら田ざわ』、東京大井『布恒
更科』にて修行を経て、【そば小川】二代目として入
店。

洋 中和

牛種 個体識別番号 哺育牧場 肥育牧場 出生日 屠畜日 月齢 枝肉重量 格付 屠畜場所

J 14214-0007-3 八丈島ゆーゆー牧場 八丈富士牧野 2016年9月28日 2019年10月28日 37 272.0㎏ C-1 和光ミートセンター

J 13944-0014-8 〃 〃 2017年6月25日 2020年2月13日 32 199.0kg C-1 〃

J 14158-2387-1 森林の牧場 蔵王酪農センター 2017年4月7日 2019年11月14日 31 345.5㎏ B-2 仙台市ミートプラント

J 14737-1323-7 那須牧場 〃 2017年4月17日 2020年1月22日 33 329.0㎏ 〃 〃

J 14737-1326-8 〃 〃 2017年5月28日 〃 32 358.0kg 〃 〃

J 15499-0254-1 京村牧場 京村牧場 2017年5月30日 2020年1月10日 〃 324.0㎏ B-2 和光ミートセンター

J 15499-0256-5 〃 〃 2017年6月20日 〃 31 238.0kg C-1 〃

J 15499-0257-2 〃 〃 2017年6月21日 〃 〃 345.5kg B-2 〃

J 13638-4066-1 アビタニアJファーム くずまき高原牧場 2017年6月11日 2020年12月4日 30 294.0㎏ C-2 〃

B 08658-9028-0 大笹牧場 蔵王酪農センター 2017年6月10日 2020年1月22日 31 522.5㎏ B-2 仙台市ミートプラント

B 08568-9027-3 〃 〃 2017年6月13日 〃 〃 525.0㎏ 〃 〃

B 08568-9026-6 〃 〃 2017年6月19日 〃 〃 553.0㎏ 〃 〃

B 08568-9025-9 〃 〃 2017年6月21日 〃 〃 515.0㎏ 〃 〃

B 08568-9024-2 〃 　　　　　〃 2017年6月24日 〃 〃 487.5㎏ 〃 〃

B 15265-1022-6 菅井牧場 くずまき高原牧場 2017年6月9日 2020年12月4日 30 394.5㎏ C-2 和光ミートセンター

B 15265-1024-0 〃 〃 2017年6月14日 〃 〃 387.5㎏ C-2 〃

B 13952-0415-8 菅原牧場 〃 2017年6月19日 〃 〃 409.0㎏ B-2 〃

【参考：屠畜情報】
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