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く海外農業事情＞

オーストラリアにおける穀物肥育による
大規模牛肉生産と牛枝肉格付評価

はじめに

現在，日本へ輸入される牛肉は52万 トンを超え，

オース トラリア産牛肉は最大のシ ェアを占めてい

る。穀物肥育の冷蔵牛肉は乳用種B2格付け牛肉

と競合関係にあるとされ， 日豪経済連携協定

(EPA)発効により関税率が段階的に引き下げら

れている。このような中，北海道立総合研究機構

研究眺員専門研修として，平成28年11月にオ ース

トラリアを訪問し，牛肉生産の実態や独自の牛枝

肉格付評価について情報収集を行ったのでその概

要について報告する。

1. オーストラリアにおける大規模肥育農場

場所：ワイアラ牧場， NHFood Whyalla Beef 

（日本ハム資本のフィードロット）

対応者： Christopher Fenwick, 

General Manager 

1)農場の概要

設立年度： 1987年，肥育開始年度： 1990年

本所所在地：クイ ーンズランド州テキサス

(QLD州と NSW州の州境）

総敷地面積： 5,316ヘクタール，

肥育可能頭数： 50,000頭

肥育ペン数 ：242ペン，

穀物貯蔵可能数量： 96,000トン

備考；オーストラリア国内でも単独では最大級の

規模

2)素牛の受け入れ

農場スタッフが繁殖農家に出向き素牛を選定し

直接購入し，繁殖農家からワイアラ牧場へ直接 卜

＊道総研畜産試験場 Hirotaka KASUYA 

糟谷 広 高＊

ラックで搬入する。 ワイアラ牧場は英国種（アン

ガス， ショ ー トホ ーン，ヘレフォードおよびそれ

らの交雑種）を受け入れている。受け入れる素牛

については「全国出荷者証明書 (NVD)」で保証

されている（図 1)。NVDは家畜生産保証プログ

図 1 全国出荷者証明書 (NVD)

ラム (LivestockProduction Assurance)に基づ

き実施されており，生産者名，牛の品種・性別，

ホルモン剤や動物用医薬品の使用，動物性油脂や

副産物の給与，農薬を使用 した牧草や穀物の摂取

などがチェックされる。

写真 1 受け入れエリアで体重測定
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写真 2 繁殖農家から導入した肥育素牛

農場に搬入された素牛は受け入れエリアで体重

測定，門歯と健康状態チェック，牧場専用耳タグ

の取り付け，目薬塗布が行われる（写真 1, 2)。

繁殖牛は広大な放牧地で飼養されており，生まれ

た子牛の出生年月日は不明のため門歯による年齢

確認を行っている。その後，馴致用のペンで飼養

される。

3)肥育管理

飼料の給餌は 1日2回（朝・タ），専用の10ト

ントラックで行う 。 また， 1日2回飼槽をチェッ

クし，採食状況を確認する。体重測定は100日に

一回行なっている。監視は乗馬した専任スタッフ

が毎日巡回し，牛の体調をチェックしている（写

真 3)。熱ストレスを軽減するためペン内に日よ

けを設置している（写真 4)。問題のある牛は治

療用ペンに移動し，治療を行う。処置内容，休薬

期間が記録される。

写真 3 乗馬専任スタッフによる巡回

写真 4 肥育ペン

給与される飼料は基本 4種類であり，素牛導入

から段階的に濃厚飼料割合の多い飼料に切り替え

て行き，肥育用飼料に馴致させる。馴致は， 1種

類につき 1週間ほど。肥育用飼料は，大麦主体と

とうもろこし主体の 2種類あるが， とうもろこし

主体の肥育用飼料はWAGYUに給与される。ア

ンガス種には大麦主体の飼料が給与され，大麦牛

というブランドで出荷している（日ハムの社内規

定では大麦牛は大麦割合50%以上の飼料で肥育し

た牛）。降雨量の少ないオーストラリアでは，ス

プリンクラーによる水散布でとうもろこしを栽培

しており，生産コストが大麦より高くなるため，

給与穀物として大麦が主体である。大麦はそのま

までは消化率が低いため，敷地内の自社工場で45

分間蒸煮圧ぺん加工される（写真 5)。 タンパク

源は小麦と尿素 (NPN) で，粗飼料源はホール

クロップの大麦サイレージを使用していた。 1頭

あたり給与量は14.5kg/日され， 1日の総飼料給

写真 5 大麦を蒸煮圧ペンする加工場
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与量は800トンに及ぶ。自給以外の購入した穀物

はトラックで毎日運ばれ， トラック毎にサンプリ

ングを行い，湿度，害虫，蛋白質量，粒の大きさ，

残留農薬の検査を実施している。

飲用水は地下水をポンプでくみ上げて使用して

いる（写真 6)。近くに河川もあるが，灌漑用水

として飼料作物に利用するのみで，農薬汚染等の

懸念から緊急時以外は使用していない。飲用水も

定期的に衛生検査，農薬・重金属の検査を行って

いる。土地面積的には余裕はあるが，肥育頭数は

飲用水の確保が制限要因となっている。

写真 6 高台に設醤された貯水施設
高低差を利用して飲用水を供給

糞は約半年で堆肥化し，飼料作物への施肥と社

外販売を行っている。周辺に町がない地帯なので，

機械メンテナンスは専門スタッフが場内で行って

いた。

肥育日数は和牛が350日，英国種が100~150日

としている。 Fenwick氏の経験では，畜種によっ

て肉質が異なり，和牛は脂肪交雑がよく入りベス

トな品質，アンガスも良く， ショートホーンもア

ンガスと同様の肉質になるが，ヘレフォードはあ

まり良くないとのことであった。また，肥育期間

が短いと枝肉の品質が良くならず，枝肉重量400

kgがベストな品質になるとの見解であった。

2. オーストラリアにおけると畜・食肉加工場

場所： NH Oakey Abattoir (NH), Australian 

Country Choice (ACO), Teys 

NHの施設のと畜処理頭数は1,200頭／日， ACC

の施設は1,125頭／日と，それぞれ北海道にある全

施設のと畜処理頭数1,035頭／日を上回る規模の施

設であった（写真 7)。日本では，素牛生産，肥

写真 7 NH Oakey Abattoirでの食肉加工エリア

育と畜・解体，食肉加工がそれぞれ別の経営体

であることが主流であるが，オーストラリアでは

企業が家畜の飼育からと殺・解体，食肉加工・部

分肉製造流通まで広範囲に行っている。訪問し

た3社はいずれもフィードロットを所有しており，

肥育から牛肉の出荷まで 1企業で行っていた。さ

らに， ACOは繁殖・素牛生産も行っており，統

ーされた肥育日数75日の短期肥育方式を採用し，

インテグレーション（垂直統合）によるコスト管

理の徹底を図っていた。さらに，サプライチェー

ン（原材料・部品等の調達から，生産，流通を経

て消費者に至るまでの一連のビジネスプロセス）

が構築されており， Teysはオーストラリア国内

最大のスーパーマーケットチェーンである Wool

worths, ACOはオーストラリア国内第 2位のスー

パーマーケットチェーンである Colesとそれぞれ

提携関係を結んでいた。

3. オーストラリアの牛肉品質評価プログラム

(MSA) と小売市場での普及状況

場所： MLAプリスベンオフィス（写真 8), ブ

リスベン市内の牛肉小売店， MSAチェアマン

Rod Polkinghorne氏自宅（写真 9)

1) MSAの実施団体

MSAを実施しているオ ーストラリア食肉家畜
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写真 8 Zac Mcinerney氏によるレクチャー

写真 9 Rod Polkinghorne氏によるレクチ ャー

生産者事業団 (MeatLivestock Australia, 以

下MLA)は肉牛，肉用羊および肉用山羊の生産

者 5万人が出資して設立されたNPO団体であり ，

生産者のための研究開発やマ ーケティング，販促

を行なっており， MSAもそのサービスの一環で

ある。オ ーストラリアでは食肉加工業者が出資し

て設立した同様のサービスを提供しているオ ース

トラリア食肉加工業者協議会 (TheAustralian 

Meat Processor Corporation以下AMPC)とい

う組織もある。牛肉品質に関する規格はMLAと

AMPCがジョイントベンチャーとして設立した

AUS-MEAT Limitedという会社が設定してお

り， AUS-MEATが脂肪交雑，肉色，脂肪色，

皮下脂肪厚胸最長筋面積および成熟度といった

品質評価規格を設定し， MSAにも採用されてい

る。 MSAは牛肉の美味しさに関する研究結果か

らAUS-MEATが設定した これらの品質評価規

格にpHと枝肉のこぶの高さを独自に加え，スコ

ァ化して評価 したものである。

2) MSAの概要

MSAは1999年から開始され，2015年では322万

頭の枝肉が格付けされている（日本食肉格付協会

が行っている格付頭数80万頭の3.6倍）。 MSAで格

付けされる牛枝肉数はオ ーストラリアで生産され

る牛肉の34%を占めてる。 MSAの評価は80,000

人の消費者による官能評価試験のデータに基づい

ている。消費者はサンプルを食し， Tenderness

（柔らかさ）， Juiciness(ジュ ーシーさ）， Liking

of flavour (風味）， Overallliking (全体的な好ま

しさ）を 6段階で評価し，総合評価として

Unsatisfactory, Good everyday quality, Better 

than everyday quality, Premium qualityのい

ずれかを判定する（図 2)。統計的な手法について

Tenderness 

Nol ten血 r

Juiciness 
トーNotjulcy 

Score sheet 

Liking of flavour 

Dislike 9Xlremely 

Overall liking 
I I 

DI● lll<eextr如叩

Very tender 

V叩 Juicy

Uke匹 ttemely

like紐 tN呻 W

Please tick one of the following to rate the 
quality of the畑ef巽 mpleyou have just eaten. 

Choose one only'.Jou must make a choice). 

□ Unsatisfactory 
□ Good everyday quality 
□ Better than everyday quality 
□ Premium quality 

図2 官能検査の評価シート

の詳細は不明であるが，これらの評価データから，

牛肉の美味しさを構成する要因はTenderness40

% , Juiciness10% , Liking of flavour20% , 

Overall liking30%だとしている。また，この評

価 プログラ ム により枝肉の BEEFEATING 
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QUALITY SOCREが算出され，消費者が牛肉を

購入する際の指標となるように，そのスコアから

不適と 3から 5の4段階のグレードが設定されて

いる（図 3)。MLAの調査では日本人は特にグ

レードに高い牛肉を価格が高くても購入する傾向

がある（図4)。

CONSUMERS IDENTIFY GRADES 

Fail 

¥ .£ ↓ 

゜
46 64 77 100 

図 3 BEEF EATING QUALITY SOCRE 

によるグレード設定

Will consumers pay for quality? 

3 

.:-丹 2.s 

"' 
ー゚ 2 

""゚I!! 1.5 .. 
la 一 1 

g。.5

゜2 4 

Quality Grade 

図 4 日本人は品質の高い牛肉は高

くても購入する傾向がある。

3) MSAによる枝肉評価

ナ, ,.-~..... ,.,, 
ー會ー,.,--,
....... ,... 
"""' 
● r↓ ..... 

I Uhh 

枝肉の品質評価は以下の過程を経て評価される。

① TICKET SCAN 

MSAに参加していると畜場ではトレーサービ

リティのためにすべての枝肉に個体識別番号や枝

肉重量などが示されているラベルが付けられる

（写真10)。MSAプログラム の評価は検査員がハ

ンディの端末に入力する形で実施されるが， この

ラベルをハンディ端末で読み込むことから始まる

（写真11)。

② HUMP HEIGHT 

写真10 枝肉のタグ (NHOakey Abattoir) 

写真11 入力用ハンディ端末

枝肉断面のこぶの高さを測定する。これはブラー

マン種に代表されるこぶ牛が牛肉の美味しさを低

下させる要因となっているためである（写真12)。

③ EYE MUSLE ARIA 

日本の格付では，第 6~第 7肋骨間切開面の胸

最長筋面積を測定することが決められているが，

オーストラリアは第 5肋骨から第13肋骨間での測

定が認められており，基本的には第10~第11肋骨

間切開面の胸最長筋面積を測定している。なお，

米国は第12~13肋骨間切開面で測定されている。
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写真12 NH Oakey Abattoirでは解体作業の途中で

HUMP HEIGHTを測定していた。

④ OSSIFICATION 

オーストラリアにおいても個々の個体は ICタ

グにより個体識別されているが，放牧地で出生す

るため，子牛の正確な生年月日が不明である。米

国も同様であるが牛の月齢の判定は，背骨の生理

学的成熟度（骨化）から推定している。

⑤ MARBULING, ⑥ MEAT COLOR, ⑦ FAT 

COLOR, ⑧ RIB FAT 

脂肪交雑，肉色，脂肪色および皮下脂肪厚は

AUZ-Meatの評価基準を用いている。 AUS-Meat

の評価基準自体は，元々は日本向けチルドビーフ

の輸出に対応するために設定されたもので，日本

食肉格付協会（日格協）の評価基準を墓にオース

トラリアの実態にあわせて改訂されたものである。

脂肪交雑基準については日格協のB.M.SNo.10~ 

12に相当する評価はない（写真13,14)。肉色に

写真13 脂肪交雑スコア 0の判定写真

写真14 脂肪交雑スコア 9の判定写真

いて日格協の評価区分に加えて， No.1をA,B,C

の 3段階に細分化して肉色の淡いもの評価し，ま

た， No.8, No. 9を加えて肉色の濃いものを評価

している（写真15)。脂肪色はより日格協の評価区

分に加えて，より白いものをNo.0とし，より黄色

いものをNo.8 ~12として評価している（写真16)。

-［ 写真15 肉色と脂肪色の判定プレート

,J 

写真16 日格協のスコアより黄色い脂肪色に対応したス
コア 7、8の判定プレー トにはMSAマークが印
されていた。
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⑨ pH, Temperature 

pHと温度はMSA独自の評価項目で， pH値が

5.70を超えると暗色異常肉として MSA規格外と

なる。このような規格外の枝肉が生産される主な

原因は，と畜前の牛のストレスによるものである。

4) ブリスベン市内の牛肉小売店でのMSAの普

及状況

MLA Busines Development Officerの Zac

Mclnerney氏のアテンダントでブリスベン市内

の食肉小売店でのMSA普及状況について視察し

た。 MSAの評価を受けた牛狗はMSAマークが

印されていたが，グレード 3~5のMSAグレー

ド区分については表示されていなかった。また，

WAGYUやアンガス種のブランド牛肉について

は，品種やブランドがその美味しさを保証してい

るためMSAマークを印す必要がないとのことで

あった。 MSAは低価格のノープランド牛肉と高

価格の高級プランド牛肉との間の中間的な商品を

消費者に認識してもらうためのツールとして機能

しているものと思われた（写真17)。

写真17 牛病の陳列棚

最上段部：有機、穀物肥育、 SPECIALLYSELECTED 
の牛肉

中間 2段： Woolworthsの一般プランド
最下段： Market Value (低価格）

① Woolworths (オ ーストラリア国内最大のス ー

パーマーケットチェ ーン）

パック売りの牛肉は，すべてWoolworthsのプライ

ベート ブランドで， SPECIALLYSELECTED (高

級品），一般， MarketValue (低価格）の 3種類の

プランドと macroブランドの有機牛肉と穀物肥

育牛肉が販売されていた。このうち， Market

Value (低価格） と有機牛肉以外はMSAマーク が

付けられていた（写真18,19, 20)。ケ ース売りの

牛肉は WAGYU以外にはMSAマークが印され

ていた。

写真18 牧草肥育牛肉のラペル表示

MSA認証ラペルと家畜福祉の認証ラペル

写真19 Woolworthsの一般プランド牛肉

MSA認証ラペル

写真20 Market Value (低価格） MSA認証ラペルはない
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② Coles (オ ーストラリア国内第 2位のス ーパー

マーケットチェーン）

ステーキ用の牛肉の PROTERHOUSE (サ ー

ロイン）， RUMP(ランプ）， EYEFILLET(テ

ンダーロイン）， SCOTCHFILET (リプアイ）

に ついてノ フ フンド，牧草肥育と穀物肥育

(100日）のプライベートブランドの 3種類がそれ

ぞれ販売されていたが， MSA認定マ ークが印刷

された商品は牧草肥育牛肉のみであった（写真21)。

写真21 穀物肥育牛肉のラペル
100日穀物肥育を記載しているが， MSAラペルはない
右上のマークはアンガス純粋種であることを示している。

③ SUPER BUTUCHER EAGLE FARM店

SUPER BUTUCHERはブリスベンとゴール

ドコ ーストに 6店舗をかまえる食肉小売専門業者

である。店独自の牛肉品質区分が表示されており，

ダイヤモンド (CONNOISSEUR,目きき品），ゴー

ルド (HIGHQUALTY, 高品質品），シルバー

(STANDARD, 標準品），プロンズ (ECONOMY,

お値打ち品）の 4区分となっていた（写真22)。

このうち MSA認証された牛肉はダイヤモンド区

分されたものとゴールド区分の有機牛肉のみであっ

た。また， WAGYUおよび有名プランドのアン

ガス牛については， ダイヤモンド区分であったが

MSA認証はなかった。 MSA認証マークは蛍光

緑のシールとして非常に目立つ形で貼られていた

（写真23)。

④ THE STANDARD MARKET COMPANY 

THE STANDARD MARKET COMPANY 
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写真22 SUPERBUTUCHER独自の牛狗品質区分

写真23 穀物肥育牛肉と牧草肥育牛肉
MSA認証ラペルが貼られていた。

は高級食材を扱う小売業でWoolworthsと同じモー

ルにあった。高級食材として品揃えが豊富な

WAGYUと180日穀物肥育の牛肉が販売されてい

た（写真24)。しかし，店舗自体のブランドが確

立されているためか， MSA認証された牛肉の販

売はなかった。

写真24 WAGYU牛肉と有名プランドのアンガス種牛狗

⑤各店舗での牛肉価格

各店舗でのステ ーキ用牛肉の価格は， WAGYU
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牛肉が最も高く，穀物肥育牛肉，牧草肥育牛肉の

順となっていた。 SUPERBUTUCHERでは，穀

物肥育牛肉でもノーブランドでMSA認証のないも

のは牧草肥育牛肉より価格が低く， Woolworths

の有機牛肉は SPECIALLYSELECTEDより価

格が高かった。 Woolworthsの SPECIALLY

SELECTEDとColesの穀物肥育牛肉は価格がほ

とんど変わらず牧草肥育牛肉も同様であった。

Colesのノーブランド品は WoolworthsのMSA

認証の一般品と同価格帯で， Woolworthsの

VALUEブランドはさらに低価格な牛肉であった。

THE STANDARD MARKET COMPANYは

全体的に高価格で， WAGYUはヒレで1,408円／

100 g, リブロースで968円/lOOgと他店舗より高

価格であった。

6 終わりに

オーストラリアは日本と異なり，多種多様な肉

牛の品種と生産方式が存在しているため， 日本の

格付制度とは異なる評価項目がある。 MSAは膨

大な数の消費者官能検査による牛肉の美味しさに

基づいた評価方法であるが HUMPHEIGHT 

（こぶの高さ）は品種として肉質が劣っているこ

ぶ牛とアンガス種などの英国種を区別するための

評価項目であり， OSSIFICATION(骨化）は老

齢牛を区分するための評価項目である。また，

pHの測定は暗色異常肉を規格外とするための測

定項目である。従って， 日本に輸出される牛肉の

主な生産方式であるアンガス種などの英国種を用

いた若齢牛肥育ではこれらの評価は実質的に優劣

がつかない項目であり，脂肪交雑が格付けに大き

く関与していると思われる。

一般的に牛肉の嗜好性評価は， tenderness(や

わらかさ）， juiciness(ジューシーさ）， flavor

（風味）の 3要素に overallliking (全体的な好

ましさ）を加えて評価される。これらの項目で評

価される牛肉の美味しさについては脂肪交雑の程

度が大きく関わっている。 Legakoらの報告

(2015)では， prime,Low choice, standardの

3区分の牛肉について消費者官能検査を行ったと

ころ， これらの評価項目のいずれも， prime,

Low choice, standardの順で脂肪交雑の高い牛

肉の方がより評価が高かった。オーストラリアの

牛肉を用いた Frankらの報告においてもアンガ

ス， WAGYUのいずれの品種においても筋肉内

脂肪含量，すなわち脂肪交雑の高い牛肉が

tenderness (やわらかさ）， juiciness(ジューシー

さ）の評価が高い。道総研畜産試験場が北海道大

学および農研機構畜産部門と共同で実施した「乳

用種牛肉の輸入牛肉に対する差別化技術の開発」

の結果 (2015)においても，和牛，ホルスタイン

種米国産，オーストラリア産との比較において，

牛肉の脂肪含量が官能検査結果に大きく影響して

いることが示されている。

肥育方式と牛肉の美味しさについては，穀物肥

育と牧草肥育の違いは良く知られており，穀物肥

育により牛肉の美味しさは向上し，オーストラリ

アで穀物肥育が34%を占めるまでになっている

(2013.ALF A)。WoolworthsやColesのスーパー

においても穀物肥育の牛肉が牧草肥育の牛肉より

価格が高く設定されており，オーストラリア国内

においても穀物肥育の牛肉のおいしさが評価され

ているものと思われる。特に穀物肥育の牛肉の中

で高級ブランドとされる牛肉は純アンガス種で長

期間肥育が行われており， SUPERBUTUCHER 

（食肉専門小売店）と THESTANDARD 

MARKET COMPANY (高級食材店）で販売さ

れていたblackonyxというブランドは純アンガ

ス種で270日間の穀物肥育を行い，脂肪交雑が

AUS-MeatのスコアでMB3+以上であることを

保証している。一方で， AustralianCountry 

Choice (ACO)のように穀物肥育期間は75日の

ショートグレイン方式を採用し，繁殖・素牛生産

から肥育，牛肉の出荷までインテグレーション

（垂直統合）によるコスト管理の徹底を図ってい

る事例もある。長期穀物肥育により牛肉の美味し

さは向上するかもしれないが，肥育期間が長期化

することにより飼料コストもかかり，施設の回転

率も低くなる。投資に見合う価格で牛肉が売れな

ければ経営が成り立たない。オーストラリアでは
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赤身牛肉でも高価格品から低価格品まで様々な種

類の牛肉が販売されている。低価格品の牛肉は毎

日利用される食材として牛肉の消費を支える重要

な役割を果たしている。 MSAを立ち上げたRod

Polkinghorne氏は「redmeatの敵はwhitemeat」

と半分ジョークで言っていたが， MSAをスター

トさせた背景に牛肉消費の落ち込みがある。安価

な鶏肉や豚肉 (whitemeat)に市場が奪われて

しまうかもしれないという危機感が彼らにはある

ようだった。

前述した牛肉のおいしさを客観的に評価する手

法を用いて消費者は乳用種牛肉を米国産とオース

トラリア産より好ましいと評価し，米国産はオー

ストラリア産より好まれるといった結果を得た。

国産乳用種牛肉の脂肪含量は12.5%と米国産牛肉

の約 2倍の値を示していることがその要因と考え

られる。このような国産乳用種牛肉の高い脂肪含

量は，肥育期間の長さによるものである。現在，

道内の乳用雄肥育牛は10か月齢から肥育を開始し，

20~21か月齢で出荷されており，肥育期間は300

日~340日になる。このような長期間の穀物肥育

が脂肪交雑の向上に寄与していることは明かであ

り，「とうもろこしサイレージ通年給与による乳

用雄子牛の育成肥育（昭和64年，指導参考）」の

成績でも胸最長筋の脂肪含量が16か月齢の4.6%

から18か月齢では7.6%に増加することを示して

いる。一方で，長期間の肥育はコスト増につなが

り，乳用雄肥育牛生産費に占める飼料費の割合は

5割を占めている（平成27年度畜産物生産費）。

大規模経営が多い乳用雄肥育経営においては肥育

期間の長期化による施設の回転率の低下も大きな

影響を及ぼすであろう。

乳用雄肥育における肥育期間と牛肉の品質につ

いての検討が必要である。昭和64年の成績書では

と畜月齢を18か月齢と設定していたが，現在の乳

用雄牛の肥育期間は 2~5か月間長期化している。

平成 3年の牛肉輸入自由化以降，生産現場では牛

肉市場で売れる牛肉生産を目指して肥育期間が長

期化してきたものと思われるが，一方で，肥育研

究では黒毛和種にシフトしていき，国内では乳用

雄肥育を対象とした試験研究がほとんどされなく

なったため，乳用雄肥育の長期化に対する影響に

ついては牛肉の理化学性状や官能検査などの科学

的な面からは明らかにされていない。肥育月齢の

進行に伴い肉質がどのように変化していき，それ

が美味しさに影響するのか，肥育効率への影響も

含めて検討が必要である。
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