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草からの牛肉生産の研究

秦 寛(北海道大学北方圏フィールド科学センター)

北海道において粗飼料主体での牛肉生産がさ

れ始めたのは1960年代後半からである。当時すで

に肉専用種の繁殖牛は北海道の豊富な草資源を活

用して放牧を取り入れた飼養がなされていたが、

さらに乳用雄子牛の肉用化が始まり、その一部が

放牧で育成して出荷前の6カ月間だけ濃厚飼料を

飽食させて肥育牛として出荷されるようになった。

1970年代に入ると牛肉の輸入制限枠がある中での

国内の生活向上による牛肉消費の増大を背景にし

て、新たな肉専用種としてヘレフォード、アンガ

ス等の外国種の導入も加えて北海道の草資源を活

用した牛肉生産の研究が北大・新得畜試(現道総

研畜試)・北農試(現北農研センター)を中心に勢

力的に進められた。放牧を主体とする育成肥育方

式ト3)、とうもろこしやえん麦のホールクロップ

サイレージ給与による肥育成績4，5)が検討され、

1980年代には放牧ととうもろこしサイレージを組

み合わせた組飼料主体での育成肥育方式が確立さ

れている。

その概要について、北大牧場におけるヘレフォ

ード種を用いた 2シーズン放牧方式での育成肥育

実績6)を例示して紹介する。季節繁殖により春に

生産された子牛を27カ月齢で、体重650kgを目標に

仕上げるこの方式では、飼育期間は大きく 4つに区

分される(図1)0 1)晴育期(1年目夏季):母牛と

共に昼夜放牧する、 2)舎飼育成期(1年目冬季): 

離手L後、舎内に収容して貯蔵飼料(コーンサイレ

ージ、グラスサイレージ、乾草)を給与する、 3) 

放牧育成期 (2年目夏季):補助飼料無給与で昼夜

放牧する、 4)舎飼肥育期 (2年目冬季):出荷時

まで濃厚飼料(上限日量9kg)と乾草を給与する。

このような生産方式での体重推移(約160頭)は、

生時で平均40kg、離乳時 (8カ月齢)で、236旬、舎

飼育成終了時(14カ月齢)で、326kg、放牧育成終

了時(20カ月齢)で、433kg、出荷時で、632kgで、あり、

生時から出荷までの全期間を通じた平均日増体量

は0.7kgとなっている(表1)。校肉成績は表lに示

すように、枝肉重量と枝肉歩留は平均347kgおよ

び55%であり、皮下脂肪厚、 BMS，胸最長筋面積、

BCSはそれぞれ平均2.5cm、1.6、40.8cm2およ

び5.2で、格付としてはB1 .B2が大部分を占める。

へレフォード種は脂肪を皮下に蓄積する割合が高

い品種特性7)があり、枝肉の全脂肪量は明らかに

少ないが、皮下脂肪厚は必ずしも薄くなっていな

い。そのことを除いても枝肉重量が小さく脂肪交

雑が少ないことから、現状の取引基準では高い評

価とはならない。崎育期を除く育成期から出荷ま

での総飼料消費量を図2に示した。これを枝肉生産

lkg当たりに換算すると、放牧草、貯蔵飼料およ

び濃厚飼料の消費量は乾物でそれぞれ5.6、7.2お

よび4.5kg、MEでそれぞれ66、68および69MJで

あり、 MEベースでみるとほぼ1/3ずっとなってい

る。枝肉生産lkg当たりの濃厚飼料の消費量は約

5kgで、あるが、これは濃厚飼料主体の肉牛生産で

の消費量8) に比べ1/3程度である。

このように牧場内の土地で消費飼料の7割以上

を賄う組飼料主体の育成肥育方式は人間の食糧と

の競合も少ない循環型の生産方式であるが、現在

までそれが主要な生産方式になることはなく依然

として濃厚飼料主体の生産方式が主流となってい

る。その理由について、牛肉自由化3年後の1994

年に開催された北海道草地研究会シンポジウムの

中で池田哲也氏は、1)放牧地・耕地面積が足りな

い、 2)市場で求められる肉質が得にくい、 3)飼

養期間が長くなる、 4)粗飼料生産は輸入飼料購入

に比べてコスト面・労力面・安定性で不利である
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出荷

5・6月

日甫育期 育成期 肥育期

舎飼 舎飼

放牧地
CS、乾草・GS 放牧地 cs、乾草+

配合(上限9kg)

分娩 離乳

3・4月

図1. 2シーズン放牧を取り入れた粗飼料主体の肉牛生産方式

表1. 2シーズン放牧方式での増体成績 (kg/日)

去勢 雌 平均

目甫育期 0.84 0.80 0.82 

舎飼牧育成成期 0.45 0.55 0.50 
放育期 0.69 0.58 0.61 
舎飼肥育期 1.06 0.89 0.97 

全期間 0.77 0.71 0.74 

(秦.2∞0)

表2. 2シーズン放牧方式での枝肉成績

去勢 雌 平均

屠殺体月齢 26.3 27.6 27.0 

屠枝殺 重 (kkgg)) 646 621 632 
肉重量( 353 342 347 

枝肉歩留(%) 54.7 55.1 54.9 
皮下脂肪厚(cm; 2.1 2.9 2.5 
BMS 1.5 1.6 1.6 
ロース面積 (cm) 41.8 40.0 40.8 
BCS 5.4 5.0 5.2 

(秦.2∞0)

E玄室三ヨ放牧草
陸~乾草・ゲラスサイレーシ.
~コーンザイレーシ・

MEベース(GJ)皿四回濃厚飼料

50 
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放牧草
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放牧草
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貯蔵飼料
20 

41世

濃厚飼料
26% 

図2.育成・肥育期における飼料消費量(秦. 2000) 

ことを挙げている9)。

しかし、牛肉自由化から20年が経過した今日、

組飼料主体の生産方式がもっそのような側面が必

ずしも不利にはならない状況が生まれつつある。

消費者の噌好が「赤身肉」ヘ確実にシフトし始め

ており、料理人の中には柔らかいだけの牛肉より
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も成熟した牛のしっかりとした味の肉を求める向 表3 放牧による育成牛の体構成と代謝調節ホルモンの変化

きも多い。さらに放棄された草地が山間地を中心

に散見される一方で、輸入飼料の価格は上がるこ

とはあっても下がる要素は見当たらない。そのよ

うな中でとくに日本短角種、褐毛和種など地方特

定品種による放牧を取り入れた粗飼料主体での牛

肉生産が注目され、赤肉生産や持続的生産の観点

から放牧の意義を見直す研究もみられるようにな

ってきた。

放牧飼養した牛の体構成は濃厚飼料で舎飼し

た牛とは異なることが認められている。放牧飼養

した育成牛の体構成と臓器重量を同体重・同月齢

の濃厚飼料主体で舎飼した育成牛と比較した試験

成績10)を表3に示した。放牧育成牛は舎飼育成牛

に比べて枝肉重量が小さく内臓重量が大きくなり、

とくに肺、肝臓、腎臓、第l・2胃、第4胃、小腸が

重くなっている。放牧で育成肥育した牛は枝肉中

の脂肪割合が少なく赤肉割合が高いことが知られ

ている。放牧牛は一般に増体速度が低く、家畜の

増体速度が脂肪蓄積と体組成に影響を及ぼすこと

から、放牧牛の低い増体が体組成を変化させるl

つの要因として考えられる。しかし、増体速度と

は別に放牧そのものが体組成に直接的に影響を及

ぼしている可能性があり、増体速度の条件を同じ

にした研究10)でも放牧育成牛は枝肉中の脂肪含

量が少なく蛋白質含量が高いことが認められてい

る(表3)。さらにこの試験では放牧育成牛は舎飼

育成牛に比べて血中のインスリンとIGP-l濃度が

低く成長ホルモン濃度が高いことが認められてお

り、放牧における組飼料の多量摂取と運動の要因

が代謝調節ホルモンを介して摂取エネルギーの体

内配分を変化させ、牛の体組成に影響を及ぼす可

能性が示されている。

放牧の影響は牛の体組成だけでなく、筋肉や脂

肪などの組織レベルの性状にも及ぶことが報告さ

れている。放牧によって牛の骨格筋を構成する筋

繊維のタイプやサイズが変化することが認められ

放牧区 舎飼区

開始体重 (kg) 159 161 

屠殺増体体重 (kkgg) ) 256 259 
日量( 0.80 0.79 

枝肉重量 (kg) 118 a 126 b 

内臓重量 (kg) 35.8 b 31.6a 

肝臓 3.9 b 3.3 a 

1.2胃 5.8 4.9 

3胃 1.8 1.7 

4胃 1.2 b 0.9 a 

小腸 6.0 b 5.1 a 

大腸 3.2 3.3 

枝肉の化学組成
蛋白質(%) 21.4 b 19.2 a 

脂肪(%) 6.0 a 9.0 b 

灰分(%) 5.6 5.5 

水分(%) 67.0 66.3 

血策中代謝調節ホルモン
成長ホルモン (ng/ml) 8.8 b 6.8 a 

インスリン(μu/ml) 4.7 a 10.0 b 

IGF-1 (ng/ml) 49.6 a 67.7 b 

a.b:Pく0.05 (秦， 2005) 
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図3.放牧牛および舎飼牛の後肢筋における筋繊維型
構成割合 (木戸， 2010) 

ている11)。筋繊維には I型(遅筋・赤色筋)、 IIA

型(速筋・赤色筋)、 IIB型筋(速筋・白色筋)な

どのタイプがあるが、放牧は I型筋繊維の構成割

合を増加させ11型筋繊維の構成割合を低下させる

(図3)。しかし、こうした筋繊維型構成割合の変

化は放牧育成後に舎飼肥育すると消失する。これ

は、放牧後の肥育期間での運動量の低下と配合飼
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表4.放牧による半赫筋中の遊離アミノ酸含量の変化
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図4.放牧育成牛および舎飼育成牛の肥育後における

筋繊維横断面積(木戸， 2010) 

(常石ら， 2006) A.B:Pく0.01，ab:Pく0.05
料による摂取エネルギーの増大によってエネルギ

ー代謝が嫌気的に変化して I型筋繊維が減少する

ためと考えられている。一方、筋繊維の太さも放 メトミオグロビンの割合
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牧によって増加するが、放牧による筋繊維の肥大

は放牧後の舎飼肥育期間を経ても持続することが

(図4)。
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牛肉の食味に関係する牛肉中の遊離アミノ酸

含量は慣行牛に比べ放牧牛で高いことが報告12)
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図5.放牧仕上げにおける保水性と肉色の変化

(Muramoto et al. 2005) 

放依仕上げ慣行fiE!宵

で食事における ω6/ω3比率を5以下にすること

が推奨されているが、牧草にはω3系不飽和脂肪酸

である αリノレン酸が穀物と比較して多く含まれ

るため、表5に示すように放牧仕上げ牛の体組織の

ω6/ω3比率は3.3と低く食品栄養学的に好まし

い脂肪酸組成となっている。また、

ノ酸 (Thr+Ser+Gln+Gly+Ala+ Val)の含有量が

高いことから、放牧牛の肉は呈味成分が豊富であ

ると考えられる。放牧仕上げ牛の肉は慣行肥育し

た牛の肉に比べて保水性が高くドリップロスは少

ないが、肉色については貯蔵期間中のメトミオグ

ロプリンの増加割合が高く変色しやすい特徴があ

る13) (図5)。

放牧により牛肉中の人間の健康や病気予防に

有効とされる種々の機能性成分の合量が高まるこ ユビキノンは

エネルギー産生を担う補酵素でサプリメントとし

て注目を集めているCoQlO(コエンザイムキュー

テン)のことであるが、放牧牛は慣行牛に比較し

て高い含有量を示す(表6)。同様に脂肪酸の体内

燃焼に不可欠な物質で体脂肪の燃焼やスタミナ源

とが報告12，13)されている。抗酸化活性による細胞

の老化防止作用や免疫調整作用をもっβカロチン

やαトコフェノール(ビタミンE)の牛肉中含量

は慣行肥育牛よりも放牧牛で高いが、放牧草中に

それらの成分が多量に含まれているためである。

としての効果が期待されるカルニチン、食品中の脂肪酸組成は栄養学的にバランスが重要 ヒトの運
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動機能向上に効果をもっ他に肉料理の「コク」に

かかわる成分であるクレアチン、運動時の筋肉疲

労を軽減する効果や抗酸化性があるカルノシンに

ついても放牧牛での含有量が高く、これらの成分

の増加は放牧における牛の運動に伴う活発なエネ

ルギー代謝に関連するものと考えられている。

表5.放牧による抗酸化ビタミンと指肪酸組成の変化

放牧仕上げ 慣行肥育

抗酸化ビタミン
ビタミンE(μg/g) 7.0 b 2.5 a 

s-カロチン(μg/g) 0.24 b 0.07 a 

脂肪酸組成

飽和指肪酸(%) 42.2 43.9 

一価不飽和脂肪酸(%) 38.9 a 45.7 b 

多価不飽和脂肪酸(9o) 15.2 b 5.7 a 

ω6/ω3比 3.3 a 6.6 b 

寛

の窒素収支を比較すると、放牧草地は採草地やコ

ーン畑に比べ化学肥料や堆肥として投入される窒

素は少ないものの、牛が食草として摂取した窒素

の大部分がそのまま排池物窒素として土地に還元

されるため、余剰窒素はむしろ採草地やとうもろ

こし畑よりも多くなる傾向がある(図6)。放牧草

地での土壌養分の過剰蓄積を回避するため、 2010

年の北海道施肥ガイド16)の改訂では放牧草地に

おける施肥標準量の見直しが図られ、 Nは6""-'

15kg/l0aから2""-'6kg/l0aヘ、 P205は8kg/l0a

から3""-'5kg/lOaヘ、 K20は8""-'12kg/l0aから4

""-'6kg/l0aへと大幅な低減がなされている(図7)。

ω6:1))-Jレ酸+工作サジエン酸+エイコサ卜1)ヱン酸+アラキドン酸+7ドレン酸
ω3:α1))レン酸+エイコサヘン9エン酸+トコザヘ白川エン酸+ドコサヘキサエン酸
a，b: PくQ05 (Mu問 motoet.al.， 2005) 

圃化学肥料

軍記図糊巴
回口 緋窒池素奨固尿定

回降雨

余剰 直面 -食草
国収磁
ロ脱窒
圏森林蓄材

コーン畑
表6.放牧による半赫筋中の各種機能性成分含量の変化 (18 ) 

放牧牛

ユピキノン 3.0 b 

カルニチン 164.7 b 

クレアチン 376.9 b 

カルノシン 301.2日

アンセリン 6.8 
タウリン 12.9 a 

A，8:Pく0.01，ab: Pく0.05

一方、輸入飼料に依存しない自

給飼料主体の土地利用型牛肉生産

は環境への負荷が少ない持続的生

産方式とみなすことができるが、

そのような生産方式においても特

有の環境負荷があることが物質循

環を検討した研究14，15)で指摘さ

れている。土地利用型牛肉生産で

は系外から飼料として持ち込まれ

る窒素は少ない反面、牧草や飼料

作物を生産するために化学肥料・

糞尿として投入される窒素が多く

なる特徴がある。土地利用形態別

慣行牛

2.5 • 
131.1 a 

313.7 • 
203.2 A 

6.7 
35.6 b 

(常石ら.2006)
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〈林開放牧地)

200 150 100 50 。(11) 。50 100 150 200 

図6.土地利用形態別の窒素収支 (kg N/ha) 
(秦ら， 2001) (mg/100g) 

放牧草地の施肥標準(2002)

放牧草地の施肥標準(2010)

図7.放牧草地における施肥標準の見直し

(北海道施肥ガイド， 2010) 

仏g/10司、年間)
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草からの牛肉生産の研究

土地利用型生産では、放牧地に排?世

される糞尿や飼料生産に用いられる化
平
水
時

学肥料に由来する窒素成分が河川ヘ流

出する危険性を苧んでいる。肉牛150

頭・馬100頭を約150haの敷地で土地利

用型の生産方式で飼育している北大牧

場での調査例15)をみると、牧場内を流

流出窒素量 tN(%) 

図8.河川からの時期別の窒素流出特性(秦ら， 2002) 

流量約40倍

れる河川の年間平均全窒素濃度は牧場

の 入 り 口 で 0.45mg/1、出口で

1.60mg/1と牧場内を通過する聞に明

らかに濃度が上昇しており、牧場内か

ら年間18.4tの窒素が河川を通じて流

出している。河川からの窒素流出は通常平水時に

はごく僅かで、大部分は融雪期と年数回の大雨高

高

水

時

森林

草地暗渠

草地表面涜去

コーン畑暗渠

回

口

置

幽

2000.7/26-27 

~ IS r )・ a

~ 10t ~ 
.. I ‘ a・・・E且。5t凪 r古 語 、 A

. . 
0 日時 O時 6時 12時

12時

図9. 降雨時における河川流出窒素成分の由来

(泰ら， 2002) 

図10.河畔域の構造と窒素動態(竹本， 2005) 

水時に引き起こされている(図8)。河川から流出

した窒素を成分別にみると有機態窒素が73%と最

も多く、硝酸態窒素が24%、アンモニア態窒素が

3%であり、降雨時に河川ヘ流出した窒素成分の発

生源を調べると有機態窒素の一部とアンモニア態

窒素の大部分は放牧草地の表面流去水に由来する

ものが多く、硝酸態窒素はコーン畑からの暗渠水

に由来するものが最も多い傾向がみられる(図9)。

そのような河川への窒素流出を軽減する上で

河畔林は有効な手段となる。河畔域は陸域と水域

の移行帯で2つの境界面を持っており、農地との

境界では農地から物質の流入があり、河川との境

界では浅層地下水から河川水への流入が起こって

いるが、河畔林の存在は地下水中の硝酸態窒素を

河畔植生による吸収や土壌微生物による脱窒によ

って除去する作用を促進する(図10)。土壌中の微

生物による硝酸除去能は図11に示すように地下水

面が高く湿潤で嫌気状態になり易い場所で高く、

河畔林における窒素除機能には水の貯留を促す地

形構造が落葉や下層植生のリター(枯死物)など

の有機物を土壌に供給する植生の存在とともに大

きく関与していると考えられている 17)。
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秦寛
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図11.土壌中の微生物による硝酸除去能の地点変動
(竹本. 2005) 

放牧を取り入れた土地利用型の生産方式は赤

肉生産に適し、わが国の自給率向上に貢献する環

境負荷の少ない持続的な生産方式であるが、「霜降

りJ に基準を置いた現状の市場取引では生産され

た牛肉の評価が低いことが最大のネックになって

た肉牛生産方式、北農試研報、 143号、 157-188.

(1985) 

4)鳶野保、ホールクロップサイレージ利用によ

る仕上げ肥育、乳用おす子牛による肉生産の手引

き(北海道農業試験場編)、 117-129. (1980) 

5)清水良彦、ローコスト牛肉生産を目指す地域的

飼養技術体系の特徴と問題点、草地試験場昭和57

年度問題別検討会資料、 1-14. (1982) 

6)秦寛、組飼料主体牛肉生産の栄養生理的側面、

北大農学部附属牧場研究報告、第17号、 29-38.

(2000) 

7)善林明治、ビーフプロダクション、 PI8-82.養

賢堂.東京.1994.

8)ホクレン、北海道における乳用去勢肉牛の生産

技術と経営、ホクレン..札幌. 1986. 

9)池田哲也、自由化に対応した土地利用型牛肉生

産の技術展望~組飼料主体による育成、肥育技術

いる。こうした牛肉生産が広がるためには生産 ~、北草研報29: 23-27. (1995) 

者・流通業者・消費者がその意義や価値を十分に 10) Hata， H. ， Tomioka， T. ， Tanaka， K. ， 

認識するための取り組みと再生産可能な価格でそ

のような牛肉が流通するための仕組みづくりが不

可欠の課題である。「草からの牛肉生産の研究」に

ついて、フードシステム全体を見渡した上で現状

の取引基準にとらわれずに組飼料主体での牛肉生

産の意義や特性を積極的に生かして付加価値を高

めていく方向性で幅広く考えていく必要があるだ

ろう。
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