




は し が き 

 

わが国においては、輸入牛肉との差別化や高値取引の期待感から、脂肪交雑（霜降り）

重視の肉用牛生産が行われてきました。 

 長引く景気の低迷からくる消費者の価格への反応から国産牛肉市場は必ずしも堅調とは

言えず、肥育経営はコストの回収すらままならない状況にあります。 

 また、高齢化や健康志向の高まりを背景に、適度な脂肪交雑を持つ牛肉（霜降りまでは

いかない）を嗜好する消費者も増えつつあります。 

 このため、生産・加工・流通及び販売業者が一体となり、脂肪交雑以外の品目に着目し

た国産牛肉のバリューチェーンを構築するため、他業種で取組実績のあるフードコミュニ

ケーションプロジェクト手法を活用した商品開発、マーケティングリサーチ等の取組を実

施し、顧客視点に立った新需要を創出することを目的として、平成 25 年度に「国産牛肉新

需要創出緊急対策事業」が実施されました。 

 平成 26 年度から、牛肉以外の食肉にも事業の対象が広がり「国産食肉等新需要創出緊急

対策事業」という名称になりましたが、事業の目的等は大きく変更してはおりません。 

 当事業は、国産食肉における今まで異なる新たな商品価値を実需者（小売・外食等）へ

提案する「商品性創出事業」、国内外の実需者に対する新たな商品価値に即した国産食肉の

販売手法を実証する「実証事業」、「商品性創出事業」「実証事業」から創出された国産食肉

のバリューチェーン構築の取組を普及させる「普及事業」の 3 つから成り立っています。 

 この報告書は、当センターで実施している「普及事業」で組織された優良事例調査委員

会が、「商品性創出事業」「実証事業」を実施している団体等を調査し、バリューチェーン

の構築という視点から分析・取りまとめたものであります。消費者に対し新たな価値を供

給する関係者による取組にお役立て頂ければ幸甚です。 

 末筆ではございますが、この報告書をまとめるに当たり、調査・分析・取りまとめを行

っていただいた優良事例調査委員会委員、調査にご協力いただいた方々に謝意を表します。 
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国産食肉等新需要創出への取組み状況と課題 

 

                         安部 新一（宮城学院女子大学） 

 

１．本事業における分析手法としてのバリューチェーン構築と６次産業化の 

畜産業と他産業との連携パターン 

 本年度は４年目に当たり、初年度の 2013 年度の対象品目は国産牛肉の低需要部位を使用

した新需要の創出を図ることを目的として進めてきたが、2014 年度以降には牛肉以外の豚

肉、鶏肉、及び内臓を含めた食肉等の新たな商品価値に着目した取組により国産食肉等の

新しい需要創出を推進することにより、需要拡大を図ることが重要な課題となっている。

そこで、本年度の事業実施団体として、一般社団法人全国肉用牛振興基金協会、大阪食肉

事業協同組合、一般社団法人日本食鳥協会、全国食肉輸出入事業協同組合連合会、大阪府

同和食肉事業協同組合連合会、北海道チクレン農業協同組合連合会、首都圏食肉卸売業者

協同組合、ホクレン農業協同組合連合会、全国食肉事業協同組合連合会、以上の 9 団体で

実施された。本報告では、その中の５事業実施団体の取組み事例を取り上げた。 

 本事業の取組においては、「生産、加工、流通及び販売業者が一体となり、顧客視点に立

った新需要を創出する」としているところに大きな特徴がある。そこで、国産食肉等新需

要創出緊急対策事業における「優良事例調査委員会」では、生産から販売までの業者が一

体となった取組を目指すバリューチェーンの構築を図る観点からの取組みの実態把握・検

討・分析を行うことにある。 

 分析手法としてのバリューチェーンとは、顧客視点から価値がつくり出される事業活動

の連鎖・流れ（価値創造のプロセス）のことである。さらに言えば、顧客の視点からみて

商品の企画開発し製造するための原料段階から最終顧客で消費される段階までにおいて各

段階で価値がつくり出される事業活動の流れ（連鎖）のことである。バリューチェーン分

析手法を用いるのは、事業活動を機能ごとに分類（製品の企画開発、製造、流通、販売、

支援サービスなどの事業活動を分類しその一つ一つを機能として捉える）し、それぞれの

機能においてどのように付加価値が生み出されているのかを理解し、さらに価値連鎖の中

から競合と比較して連鎖全体のどの機能が強くて価値を生み出されているのか、どの機能

が弱くて課題があるのかを分析することにより、事業戦略の有効性や課題を明らかにし、

改善の方向性を見出すことである１）。 

 また、バリューチェーンの構築による農林水産物等の付加価値向上を目指すうえで、農

林漁業（1 次産業・畜産業）と他産業（2 次産業、3 次産業）との連携が必要である。農林

水産省食料産業局「農林漁業の 6 次産業化の展開（平成 28 年 12月）」によれば、「農林漁

業者が他産業の事業者と連携するに当たっては、利益の拡大を目指し、生産される農林水

産物の価値、農林漁業経営や産地の事業展開能力に応じて、最適パターンを選択」するこ
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とが必要とし、その中で新たな事業展開を図ろうとする意欲を持つ農林漁業経営に重要な

連携パターンとして 6 次産業化を取り上げている。意欲ある農林漁業者が「6 次産業化に取

り組む際には、生産、加工から流通・販売に至るまでのバリューチェーンを構築し、消費

者や市場のニーズを踏まえつつ、流通・加工業者等のアイデア・ノウハウも活かしながら、

農林水産物（畜産物）の生産をはじめ、加工、流通、販売のそれぞれの段階において、付

加価値を高める工夫をすること」が求められる。顧客ニーズを踏まえたバリューチェーン

構築における１次産業から３次産業の役割を示したものが図１である。 

 

これまで述べてきたように、バリューチェーン構築において最初に取り組むのは、新商品

開発に当たり対象とする市場と実需者・一般消費者のニーズを把握することである。対象

とする市場の需要動向や消費者のニーズやウォンツを探るための店頭調査を含めマーケテ

ィング・リサーチを実施し、現在と将来的にどのような商品を求めているのかのニーズの

把握を含め、さらに購買行動を明らかにすることである。こうした情報・実態を踏まえて、

１次産業が２次産業、３次産業と連携しながら、それぞれの立場で何をなすべきなのかを

分析・検討を図り商品開発を行うことが重要となる。 

 農林水産省における６次産業化とは「一次産業としての農林漁業と二次産業としての製

造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を

活用した新たな付加価値を生み出す」取組みと定義している。本事業においても畜産業で

ある１次産業が２次産業である加工、３次産業である流通・販売（直接販売）へと業務を

拡大するのか、委託などにより連携するのかのパターンはあるが、最終的には６次産業化

への取り組むことにより、生産物の付加価値を向上させ、さらに販売価格を高め販売数量

の増大を図り農業所得の向上につなげて経営の安定、再生産を目指すことにある。 
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２．優良事例調査結果の概要と 6 次産業化の畜産業との連携とバリューチェー

ン構築 

（１）全国肉用牛振興基金協会・たかはし牧場の 6次産業化の取組 

 たかはし牧場は北海道えりも町で日本短角種の繁殖肥育一貫経営による肉牛生産者が、

さらに加工（委託製造）から販売まで取組む 6 次産業化を進めている事例である。同牧場

が生産から 2 次産業である加工業を取り入れた背景には以下のような事情があった。約 20

年前頃には日本短角種は消費者に広く認識されていた品種ではなかったことから、短角種

の存在を広く認識してもらうために加工品としても販売する必要性を認識した。また、短

角牛の持つ他の品種にはない優位性を認識されていない時代であったこともあり、販売に

苦慮していたこと、とくに低級部位の有効活用として短角牛を使用した委託加工による商

品化、さらにそれらの直接販売に取り組むことになった。 

 現在の飼養頭数は繁殖雌牛 95頭、肥育牛 250頭、年間出荷頭数 70頭から 80頭である。

たかはし牧場の全体の売上高のうち、生産した牛肉の販売は約 6 割、その他はコンブ漁の

収入と宿泊施設・焼肉小屋（焼き肉レストラン）である。 

 2 次産業である加工事業では、北海道内の食品メーカー6 社への委託製造により商品開発

を行ってきた。これまでえりも短角牛を原料とした加工品は、ハンバーグ、メンチカツ、

コロッケ、ソーセージ、ウインナー、ローストビーフ、ビーフジャーキー、スモークレバ

ー、ホルモン、牛どんの具等がみられ、本事業における昨年度の開発商品はモツの煮込み、

本年度はえりも短角牛ハンバーグの商品化を行っている。3 次産業である販売事業では、主

要販売先として生協ルートと宅配事業者へのルートがみられる。これらの取引先とは年間

取引による契約取引方法を採用し、年間の取引数量と取引価格を決定し、取引単位もフル

セットによる取引となっており、安定した販売ルートを確保している。さらに、食肉卸売

業者やホテル、レストランなど外食業者との取引ルートも見られる。これらの取引先とは、

部位ごとの取引となっている。また、先のえりも短角牛を原料とした加工品の販売先とし

ては、自店小売販売の他に自社の宿泊施設での食事提供・焼肉小屋での食材としての提供

販売の他に、地元農協・漁協のイベントでの販売やホテル等での販売も見られる。たかは

し牧場の販売ルートの特徴は多様な販売ルートを開拓しているところにある。先の自店販

売や宿泊施設、焼肉小屋での食材提供販売以外にも、2002 年度に会員制「短角王国の会」

年間 12回の頒布会を設立し、2016 年度現在北海道内と道外の約 100名の会員へ販売がみ

られる。会員への販売の特徴は、各月ごとに 3000円コースと 4000円コースの 2 つのセッ

ト販売である。それぞれの毎月のコースの商品は、経営主が決めているところに注目する

必要がある。品揃え商品としては、店頭販売商品の精肉と加工品の他に、通常販売商品と

はなっていない、低需要部位を用いたスライスやブロック商品や内臓を組み合わせてセッ

ト販売となっていることである。さらに、2014 年からえりも町のふるさと納税返礼商品と

しての新たな販売ルートが開拓されたことである。 

 たかはし牧場の飼養管理方式の特徴は、えりも短角牛の生産段階では、飼育方法ではモ
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ネンシン・フリー、non-GM、さらに放牧を取り入れ、アニマルウエルフェアなどを考慮し

た飼養管理により、消費者に安全・安心な牛肉の提供を図っている。さらに日本短角種牛

肉の持つ低カロリー、高タンパク、旨み成分を多く含む特性をフェアやイベントなどの販

売促進活動においてアピールを図り、販路ルートの拡大につなげていることが特筆される。

さらに、販売面では生協と通信販売事業者への年間取引とフルセット販売による安定販売

ルートをベースとして、さらに、食肉卸売業者やレストラン、ホテルなど多様な販売ルー

トの他に、会員制通信販売を設け、加工品と低需要部位を新たな商品としてセット販売に

組み入れることにより季節需要の変化などによる部位別需要バランスの変化に対応してい

るところに大きな特徴がある。このように、6 次産業化により 1 次産業である生産者による

肉牛生産にとどまることなく、2次産業の加工事業と3次産業の販売事業へ進出したことが、

えりも短角牛の加工品と生肉販売における付加価値を高め、農業所得を高め再生産を可能

とし、今後の課題となる肉牛生産の増大を目指す方向へと経営発展につながっていること

が注目される。 

 

（２）2次産業としての食品メーカーを中核としたバリューチェーン構築 

 ①北海道チクレンによるチクレン赤身牛肉の精肉と加工品製造販売のバリューチェーン 

構築 

北海道チクレンの産地ブランド牛肉である「チクレン赤身牛肉」は組合員である肉牛生

産者への預託により生産されている。出荷された肉牛は関連会社の北海道チクレンミート

の北見食肉センターでと畜解体され併設の北見工場で部分肉加工され、主に加工原料向け

は札幌工場へ、一方で精肉販売では主要取引先である生活クラブ生協向けは、首都圏の千

葉工場へ輸送される２）。 

チクレン赤身牛肉は第 1 次産業では組合員への預託生産として関わり、第 2 次産業であ

る加工品製造は関連会社の北海道チクレンにより製造され、さらに 3 次産業の流通段階で

の卸売業までが北海道チクレンの事業活動範囲となっている。さらに 3 次産業の小売販売

は生活クラブ生協との長年にわたる取引ルートが確立していることが特徴であり、生産か

ら小売りまでのバリューチェーンの構築が確立している事例である（図２参照）。 
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そこで、チクレン赤身牛肉を原料とした加工品の商品化についてみてみよう。本事業で

ある平成 26 年新需要創出事業では、「お茶わん de 牛どんの具」の試作品、平成 27 年に入

り商品化により販売に結び付いている。生活クラブ生協側への販売を主目的とした商品開

発では、生協組合員の要望を受けて商品化に取り組むケース、第 2 に北海道チクレンと加

工品を製造するチクレンミート側から生活クラブ生協へ提案するケース、第 3 に生協の催

事や学習会などで組合員との会話のなかからヒントを得るケースなどである。いずれにし

ても生協組合員のニーズをもとに試作品の開発を進めることから始まる。最終の商品化に

当たっては、生活クラブ生協の「連合消費委員会」においてプレゼンを行い了承を得て、

初めて商品化が認められ販売開始となる。このように北海道チクレン内部だけでなく、取

引先の要望にも対応した（添加物の使用の有無や使用調味料などの指定）商品化が求めら

れている。平成 28 年度の本事業においては、生活クラブ生協への提案試作品として、「ロ

ーストビーフ」「じゃがバターそぼろ」「ユッケジャンスープ」の 3 試作品を試食提案して

いる。その中で「ローストビーフ」については、真空調理での製造により、水分が外に逃

げないことから、製品がしっとりジューシーな仕上がりとなり、さらに歩留まりも良いこ

とから生活クラブ生協側からも高評価であつたことから、平成 28 年 12 月より商品化し販

売を開始している。 

次に 3 次産業として生肉の卸売販売についてみてみよう。小売側である生活クラブ生協

との取引では、生協向け飼養体系として、モネンシン・フリー、non・GM により、肥育中

の牛の事故や給与飼料のプレミアム価格などにより、一般的な生産飼養体系に比べ生産コ

ストが高まる生産構造となっている。このため、生活クラブ生協販売以外の未利用部分を

一般市場向けに販売した場合には、生産コストと販売価格とに差損が発生する構造となっ

ている。さらに、生活クラブ生協向け販売数量についても、年々取引量が減少傾向にある

中で複数部位を使用する商品アイテムの開発や家族数に合わせた複数容量化への改善を図

って減少の歯止めがみられ、対前年比では取引頭数の増加に転じた。ただし、2015 年 9月

に生産費高騰を受けて販売価格の値上げを実施したことから、対前年を下回り続けている

現状がみられる。さらに、生活クラブ生協との取引では、最も売れる特定商品に使用する

部位の年間使用数量から年間取引頭数を推計して、これを基準に協議し年間の取引頭数を

決定している経緯がみられる。さらに、年間取引頭数の中で月間利用頭数の最も多い 12月

の最需要期に合わせた生産計画を行ってきたことにより、年末需要期以外の他の月に生協

以外の食肉メーカー等の一般市場向け販売の増大傾向がみられる。また、年末需要期には

ステーキ、すき焼き、シャブシャブなどの利用が高まる傾向にあり、それに対応するヒレ、

ロース、リブロース、カタロースの利用部位が大きく高まり、年末需要期以外ではそれら

の高級部位は他の部位に比べ単価が高いため取引数量は大きく減少する一方で、夏場需要

としてバラの部位が焼き肉需要として高まるなど、季節により利用部位のバランスが偏重

していることが大きな問題となっている。取引継続を果していくためには、こうした年末

需要期とその他の不需要期に対応した加工・卸売側である北海道チクレンの対応方法と小
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売側として末端の組合員への消費材を販売する生活クラブ生協側の双方による販売戦略の

再構築が求められる。 

 

②全輸連・ニシッシングルメビーフの人工熟成肉の商品化とバリューチェーン構築 

 全国食肉輸出入事業協同組合連合会（全輸連）による本事業を進めるための協議会構成

員の中で、中核的な 2 次産業として加工を担当し、人工熟成肉の商品開発を行っているの

がニッシン・グルメビーフ㈱（以下、ニッシン社）である。ニッシン社における人工熟成

肉の商品開発において、当社を 2 次産業の加工を中核として、川上の肉畜生産者である 1

次産業と川下の 3 次産業である生協、スーパー等小売販売事業者を取り結ぶバリューチェ

ーン構築を確立していることが特徴である。 

 そこで、中核的役割を果すニッシン社の人工熟成肉商品開発における特徴は、製造技術

でのインジェクション技術と酵素剤メーカーとの共同開発により酵素製剤の開発による。

さらに、本事業において新たな特徴を持つ人工熟成肉の試作品に取組み、商品化により販

売にまで結び付けている商品開発力と製造の技術力、及び新たな販路開拓を行う営業力を

兼ね備えているところに強みがみられる。熟成肉の持つ特徴として、「やわらかさ」「旨み」

「フレイバー」のキーワードをそれぞれ持つ商品の開発を追求している。そこで本事業に

おける具体的な商品開発を見てみると、初年度の第 1 段階では、「やわらかさ」を求めた商

品開発を行い、そのためには前述した酵素製剤メーカーとの共同開発による酵素製剤によ

る「やわらか」シリーズ 8 品目の開発商品の販売から開始し、4 年目の本年度の第 4 段階で

は「旨みと風味」シリーズとして「おいしさプラス」10 品目の開発を行った。こうした毎

年度の新たな多くの商品開発を開発できる背景には、初年度の肉質を柔らかくする酵素製

剤の共同開発から始まり、2 年目は旨みを引き立たせる遊離アミノ酸をコントロールする酵

素技術の確立、3 年目にはフレイバーを引き立たせるオレイン酸を付加する技術の確立、本

年度の 4 年目には核酸で旨みを持続させ、油脂配合による風味向上を実現する技術の確立

が挙げられ、新商品開発に当たりこうした技術力を高めていくことが重要不可欠である。 

 さらに、こうした商品開発に先立ち対象となる市場へのマーケティング・リサーチを実

行していることが注目される。本事業を構成する協議会開催における検討内容において、

「全国各地における販売状況を調査し、実際の価格、品質、売れ筋商品等の変化を市場調

査」の重要性を指摘している。こうした店頭調査の実施は、他社商品との差別化を図る観

点からも重要である。本事業の協議会検討内容にも「他商品との差別化をどのように打ち

出してアピールしていくかが重要」であることを取り上げ、商品開発に当たっては市場調

査結果データを有効活用し検討を行っている。さらに、商品開発に当たり一般消費者の中

で主に「子育て世代」、「若い・高齢の単身者」、「働く主婦層」などの顧客層をターゲット

としている。こうした顧客は、調理に時間・手間をかけたくない「簡単調理」を志向する。

そのため、「冷蔵庫から取り出し解凍せずにすぐに調理できる」や「包丁を使わずに調理で

きる・小分けパックなど」、「解凍しても包材が素材につかないことから何回に分けて利用
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可能」などである。これに対応した包装資材の選定、顧客層の各層ごとの家族人数に合わ

せた商品重量なども併せて検討を行っているところに大きな特徴がある。 

ニッシン社の人工熟成肉の商品化を進めていく上での課題として、これまでに最も大き

な販売ルートであつた生協向けは、生協の共同購入の組合員数の頭打ち傾向と高齢化など

から共同購入の市場自体が縮小傾向にあり、今後の取引販売は現状維持で推移すると予想

している。このため、新たなスーパー等量販店や焼き肉店、レストランなどの外食企業へ

の販路拡大が必要となっている。 

ただし、人工熟成肉の商品開発に伴う主要原料となる国産牛肉や豚肉の市場取引価格が

高値で推移しており、さらに生産・出荷頭数が減少傾向にあることから原料の数量と共に

価格面でも安定的な調達が困難になりつつあるところに大きな問題がある。さらに、人工

熟成肉の原料となる低需要部位として、国産牛肉では、モモを中心に、ウデ、バラの特定

部位に集中していることである。また、豚肉ではバラ、モモを中心にカタロース、ロース

部位を原料として使用している。低需要部ではあるが特定部位に仕入が偏重していること

から、今後の原料仕入安定を図るためにには部位ごとの仕入バランスの検証が必要である。

人工熟成肉の商品化に当たり最も重要なことは、「必要とする時期に、必要な部位を、必要

数量を、安定した価格で、安定して確保」することである。そのためには、四半期別、半

年ごと、さらには年間取引の長期契約取引を結ぶことが、原料の安定的な数量確保と価格

安定が図られることが、新商品開発と販売促進活動を果していく上で極めて重要である。

そのためには、協議会構成員を含め、それ以外の生産者団体や食肉卸売会社などとの、さ

らなる緊密な連携のためのバリューチェーン構築の強化を図ることが求められる。 

 

（３）3次産業である食肉卸小売業のバリューチェーン構築 

 近年の 3 次産業である小売業や卸売業は、牛肉、豚肉の市場取引価格が高値で推移して

いることから、家庭内消費を中心に食肉消費の停滞により食肉卸小売業では売上高が伸び

悩み、厳しい経営環境にある。これを改善していくためには、精肉販売以外の惣菜と食肉

加工品の品揃え強化を図ることが経営継続の観点からも必要となっている。そのため本事

業により食肉加工品や惣菜の新商品開発への取組み強化が重要となっている。 

 本事業により新商品開発における 3 次産業は、直接的に一般消費者や実需者である焼き

肉店やレストラン等外食企業のニーズや市場動向を把握できる立場にある。そのため、消

費者や実需者を含め市場のニーズを踏まえた商品開発が可能となる、優位性の立場にある

ことが強みである。そうした立場から商品開発を行い、川下である 3 次産業から川上に向

けて 2 次産業の加工と 1 次産業の生産者へとつなぐバリューチェーン構築を図る事例をみ

てみよう。 

①牛加熱レバーの商品開発とバリューチェーン構築 

本事業の実施団体である大阪府同和食肉事業協同組合連合会（以下、大阪府同和食肉事

業連）における牛レバー等を原料とした新需要商品開発の取組みを実施した(図 3参照)。 
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内臓部位において牛レバーは旧来の生食で提供されていた時代には内臓の中でも高値で

取引される部位であった。ただし、現在では生食を禁止された牛レバーは低需要部となり、

新たに加熱処理による試作品の開発により、需要回復と取引拡大に結び付ける取組みを進

めている。そのため本事業において、一般消費者に対して試作品の開発とレシピを作成し

家庭でも簡単に調理できる調理方法と牛レバーのもつ鉄分などの栄養成分分析データを記

載してレバー等の普及を図ることを狙いとした取組みである。 

そのため、取組み促進を図るためとして試食会の開催を本年度事業では年 6 回開催して

いる。この試食会において一般消費者へのアンケート調査を実施し、試作品に対する評価、

自宅で試作品を調理する意思の有無などの意見の把握に努めている。また、作成した試作

品の一部は組合員の店舗で試験販売とともに、アンケート調査も同時に実施している。ア

ンケート調査結果からは、今後の牛レバーの需要増加を図るために必要事項である、牛レ

バーの加熱調理法を知らない回答者が 7 割みられた。また、牛レバーを材料とした試作品

を試食して美味しいと感じたとの回答が 8 割強みられた。 

こうしたアンケート調査結果から得られた消費者の反応と要望を踏まえて、昨年度まで

の試作品は 59 品目、さらに本年度事業では 23 品目の開発とレバー以外の内臓部位も含め

て多様な試作品の開発に対する日々の努力が組合員企業・店舗において進められている。

こうした、レバー等の内臓部位を使用した試作品の開発と試験販売を行っている組合員企

業への実態調査では、これまでに 20 の試作品を開発し、直営の小売店舗の総菜売り場に 4

品目を商品化して常時販売に結び付けている。こうした商品の中には、常連の固定客もみ

られ、手作り感のある商材として定番商品につながった試作品も見られる。 

 試食会ではレバー等の加工調理品は一定の評価が得られているが、ただし、これを商品

化につなげていくことと、家庭内でレバー等の内臓部位を利用して調理する段階にまでは

十分はに至っていない。とくに、レバーの商品化には、先の組合員企業の試作品担当者の

感想として、「一般的に、煮る、焼く調理加工は難しい、またレバー特有の臭いのため商品

化が難しい内臓部位であるが、そこをいろいろ工夫しながら商品化に取り組んでおり、販
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売でも息長く消費者に訴求し試食宣伝活動を行うことで定番商品につなげたい」との発言

が聞かれる。今後は試作品を、小売店舗での販売以外に新たな焼き肉店や定食屋等の外食

店への販路拡大も検討する必要がある。 

 

②全国食肉事業挙動組合連合会の取組みとバリューチェーン構築 

 本年度の全国食肉事業協同組合連合会（以下、全肉連）の低需要部位を使用した加工品

の試作として、秋田県肉連、神奈川県肉連、三重県肉連、京都府肉連、及び香川県肉連に

て本事業による試作品の開発を行っている。ここでは、全肉連会員の秋田県肉連（取組主

体はポルミート）のポルミートソーセージと神奈川県肉連のポークソテーソーセージの事

例を取り上げる。 

ポルミートソーセージの製造の事業主体は秋田県内のポルミートにより、食肉加工品の

製造から、卸・小売販売までを行っている。6 次産業化の連携パターンで見れば、2 次産業

の加工部門とスーパー等小売業へとレストランや焼き肉チェーンへの卸売業、さらに、自

社での直接販売となるギフト販売を含め、3 次産業を兼ねた事業展開を図るケースである。

現時点では 1 次産業である肉豚生産者との繋がりはみられないが、ポルミートソーセージ

の原料となる豚肉は秋田県産を使用し、秋田県肉連組合員の食肉卸・小売業者から部分肉

を仕入れている（図４参照）。 

 

ポルミートソーセージを含めた約 20 種類の食肉加工品は、ソーセージ王国といわれる出

身国のポーランドでソーセージ類の食肉加工品製造技術を習得し、本場の味を提供したい

と一般の日本国内の食肉加工メーカーの NB 商品との違いを追求したプレミアム商品の製

造を目指している。そのため、一般の NB 商品に比べ増量剤を使用せず、デンプン使用量

も極力控えた商品づくりが製品特徴である。さらに、製品の主な販売エリアも地元の秋田

県内、あるいは東北エリアに限定した販売先となっている。このことから、地域内で生産

された豚肉を使用し、地域内で加工販売を行う、地産地消による事業展開を目指すところ
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に特徴がみられる。 

ただし、将来計画では現在新工場を建設中であり、これにより月間 5t から 25t~30t へと 

生産量を拡大予定である。これに対応するためには、新たな販売ルートの開拓が必要とな

る。また、原料となる豚肉の確保が重要となる。今後の生産量から見て秋田県内で生産さ

れる肉豚頭数では必要とする部位（モモ等）原料確保が難しいとの考えが聞かれる。さら

に、生産量の増大を目指す方向にあることから、原料となる豚肉・必要とする部位の量的

安定確保と安定した価格での仕入が経営の安定、継続の観点からもきわめて重要である。

本事例では加工・卸売業者の 2 次産業と 3 次産業であるポルミート側では、1 次産業である

生産者側との連携を強めて、半年または年間の契約取引先の開拓が是非とも必要である。

今後の経営発展のためにも 1 次産業である生産者側との連携強化を強め、バリューチェー

ンの構築を図ることが重要である。 

 もう一つの取組みは、神奈川県肉連によるポークソテーソーセージの商品開発であり、

鹿児島県の薩摩ハムへの委託により試作品の製造を行っている。ポークソテーソーセージ

の試作品は、神奈川県肉連の技術顧問に委託し試作品の提供を受けた。神奈川県肉連では

以前の同技術顧問の提案商品であり、今日においても人気商品となっている骨付きフラン

クソーセージ製品開発者であることから、今回の試作品に対しても再度依頼した経緯があ

った。神奈川県肉連の商品開発の特徴は、外部の技術者の支援とともに新商品の製造も食

肉メーカーである薩摩ハムへの委託製造による商品開発である。3 次産業の卸小売業者側が

2 次産業の食肉加工メーカーとの連携により商品開発を行っている事例である（図５参照）。 

ただし、ポークソテーソーセージの原料については薩摩ハムが仕入れており、現段階では 1

次産業の生産者は不明であり、1 次産業から 3 次産業業までのバリューチェー構築・連携は

みられない。 

神奈川県肉連では、試作品が製造されたことを受けて、消費者に認知してもらうための

PR 活動としては、同県肉連主催のイベントと希望組合員店舗での無償による試食を実施し

ている。とくに 3 次産業である小売業では、試作品に対する消費者の生の声を直接聞くこ
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とができる立場にあることはきわめて重要である。例えば試食で「揚げると焼くの 2 種類

を提供し、圧倒的に焼いたポークソテーソーセージに人気があった」「お弁当に最適なので

小さくカットして販売してもらいたい」などの声が聞かれ、試作品段階での味などの改良

に役立つほかに、販売する上での商品の量目や総菜向け販売での調理方法などにも、消費

者からの情報は極めて有効である。 

そこで、今回の試作品について消費者への試食の結果は、味がよく美味しいとの高い評

価を得ている。さらに一般消費者以外に組合員への試食結果でも、「骨付きフランクフルト

ソーセージと同様に非常に美味しい」、「一本物なので組合員店舗販売時に量目調整ができ

ること」、「焼く、ゆでる、揚げるなど調理用途が幅広く利用可能であること」などである。

さらに、他の既存製品との差別化を図る観点からも、ポークソテーソーセージの原料が低

需要部位のウデや整形後の端材の利用で原料費が安く利益率が高いこと、また、既存の粗

挽きソーセージの商品は少なく商品としての希少価値が高いことなどから商品化を進める

ことになった。 

今後さらに差別化商品として販売を強化するためのバリューチェーン構築を図る観点か

らは、原料となる産地・生産者が明らかな原料を使用して、1 次産業から 2 次、3 次産業へ

とつながるサプライチェーン体制を作り上げることから開始する必要がある。生産から販

売までの体制構築を果すとともに、それぞれの担い手の役割強化を強めていくためのバリ

ューチェーン構築による取組みが今後の課題である。 

 

（４）本事業事例から見た今後のバリューチェーン構築を図るための課題 

 本事業が開始されて本年度で 4 年が経過し、低需要部位を使用した試作品の製造を行い、

スーパー、生協、さらに外食企業等実需者や一般消費者に試食会、イベント、組合員店舗

での試食等の実施によりニーズの把握につとめている。その中で試作品段階にとどまり商

品化に至らないものも見られるが、一方で消費者や実需者に受け入れられた多くの商品化

されたものもみられた。そこで、4 年間の試作品について再度原点に立ち返り、実需者、消

費者に受け入れられ商品化に結び付いた要因は何であったのか、どのようなターゲットの

顧客層（子育て世代、働く主婦層、単身者、高齢者世帯など顧客層とそれぞれの購買行動

の把握）に、どのような特徴を持つ商品が受け入れられたのか確認作業が必要である。一

方でどのような商品が試作段階にとどまって商品化に至らなかったのか、ターゲットにし

た消費者層やスーパーや焼き肉店・レストランなどの販売ルートの検討、さらにそれらへ

の PR 活動、販売促進活動や営業活動などを含めて改めて検証する段階に来ており、来年度

に向けての課題である。 

 次に 1 次産業から 3 次産業までのバリューチェーン構築をより強固なものにしていくた

めに、それぞれの段階での取り組むべき課題を整理し次年度以降へつなげることが必要と

考える。 

 1 次産業である生産側では、肥育牛生産において肥育素牛の確保が年々厳しさを増してい
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ることである。乳用種肥育牛肉生産では酪農家の減少、後継牛の性判別精液の普及や和牛

の受精卵移植などにより肥育素牛の確保が難しくなり、近年子牛価格の高騰もあり、生産

コストの上昇など生産を取り巻く構造的な問題がみられ、生産面での課題となっている。

とくに、本事業事例でも日本短角種や土佐あか牛の事例でも、赤身牛肉の持つ低ヘルシー

さや高タンパク質、旨み成分を多く含む特性などから需要が高まりを見せる中で供給が追

い付かない状況も見られる。生産頭数の増大に向けての行政や農業団体等の支援策を含め、

さらに肥育素牛導入確保に向けての取組みも課題である。 

1 次産業の他に 3 次産業の卸売業を兼ねた取組み事例では、生産された肉牛の販売におい

て主要取引先である生協ルートでの取引において生協組合員の高齢化などにより販売数量

の頭打ち現象が見え、再度販売戦略の見直しによる再構築を図ることが必要と考える。 

緊急を要する重要事項として、これまでも業界で指摘されていたが、季節需要動向の変

化である。近年、とくに重要視すべきは年末需要の高いヒレ、ロース、リブロース、カタ

ロースなどの主に高級部位が、それ以外の時期には低需要部位となっていることである。

このことは肉牛の再生産のみならず、取引高にもかかわる重要事項である。とくに、本事

業において生産されている肉牛生産では、non・GM やモネンシン・フリーなど飼養方法に

こだわりある飼育方法で生産しているため生産コストが嵩む。そのためにも、メインの生

協ルートやスーパー等量販店以外に、こだわりの差別化ブランド牛を理解し取引できる、

新たな販売ルートの開拓が是非とも必要である。とくに、パーツ毎の販売先として、高級

フレンチレストラン、イタリアンレストラン、ホテルなどの他に焼き肉店など外食企業へ

の販路開拓が重要であり、今後取組の強化を図る最重要課題の一つである。 

そこで、重要となるのが本事業の取組の中で実施してきた商品性創出事業における訴求

ポイントの科学的検証のデータ、および実証事業における対象食肉の調理法の提案やレシ

ピ等の作成配布、さらに PR資料等の有効活用などの成果をいかに有効な場面で広く活用し

て販売促進活動、販売ルートの開拓に生かしていくかを再度検討すべき時期に来ている。 

 次に、2 次産業においては、先に指摘したように新商品化に当たり取引販売先である実需

者側、さらに取引先の顧客である一般消費者のどの層をターゲットとするのか、それぞれ

の顧客層のニーズに合致した商品化が求められ、今後の試作品に際しての検討課題である。

とくに、国産豚肉の低需要部位を利用した食肉加工品の商品開発の促進を果たしていくこ

とが強く求められる。その背景・要因には、国産豚肉の低需要部位の発生は、一方で輸入

豚肉増大の一因となっているためである。このことは、本年度の本事業で実施した「国産

食肉の低需要部位発生状況と販売対策に関する調査」結果からも指摘が見られる。すなわ

ち「枝肉相場が高騰し、輸入チルドポークへと需要がシフト、・・・・・相場乱高下、季節

背景による部位別バランスの崩れが、輸入チルドポークの増加」であるとの指摘である。

そのためには、国産豚肉、とくに低需要部位の原料を使用した新商品開発が必要である。

そのことは、輸入豚肉にかわり国産豚肉の利用拡大につなげるためには低需要部位を原料

とした新商品開発により、さらなる国産豚肉の利用拡大につなげていくことが是非とも必
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要である。 

一方で商品開発に当たり、原料の安定調達と共に安定価格での取引がきわめて重要であ

る。当然のことながら、商品開発に伴い、取引先の要望する製品数量と共に売価設定が取

引交渉において重要な要件となるためである。このためにも、原料の安定調達先のルート

確保が重要である。とくに、新商品の取引においては、原料の安定的な数量の確保の他に

価格の面からの安定した取引が重要となる。近年の牛肉、豚肉の市場価格の高騰は商品化

に際して大きな問題となるためである。そのため、価格問題を含め安定した原料調達のた

めにも、四半期別、半年、さらには年間での契約取引先の確保がきわめて重要となる。こ

のことはバリューチェーン構築の観点からも必要不可欠と考えられる。 

 3 次産業である、卸小売業界では業態間での競争が激化して食肉専門小売店は厳しい環境

にある。また、生協も先に指摘したように組合員の高齢化もあり消費財の取扱高も伸び悩

みがみられる状況下にある。さらに、牛肉、豚肉市場取引価格の上昇は売価の値上がりに

つながり、本事業でも牛肉消費の減少へとつながっている事例がみられた。一方で単身者

や高齢者の増加や主婦・女性の社会進出の増加などから食の簡便化の方向にある中で、小

売業では弁当、惣菜やレトルト食品などの加工・調理品の品ぞろえ強化を図る方向にある。

そうした中での全肉連の取組みは組合員である卸小売店の経営継続と経営安定のためには

極めて重要な取組みと考える。 

 6 次産業化は生産側の 1 次産業から川下の 2 次産業、3 次産業への働きかけによる取組み

事業活動だけでなく、一方で川下からの取組みも重要と考えられ、3 次産業の全肉連や大阪

府同和食肉事業連から川上へ働きかけて、本事業への取組みを図るためにもバリューチェ

ーン構築の強化が求められる。 

 

[引用・参考文献] 

１）本事業におけるバリューチェーンの分析手法、及びバリューチェー構築を取り上げる

背景については、安部新一「バリューチェーン構築による国産牛肉新需要創出への取組み」

『平成 25 年度国産牛肉新需要創出緊急対策事業 国産牛肉新需要創出へチャレンジ」公益

財団法人日本食肉消費総合センター、平成 26 年 3月、１ｐ~３ｐを参照。 

２）北海道チクレンの本事業への取組とチクレン赤身牛肉の生産から加工、卸売販売まで

のバリューチェーンの実態については、安部新一「チクレン赤身牛肉の生産、加工品開発、

販売促進活動の取組みと課題」『平成 27 年度国産食肉等新需要創出緊急対策事業 国産食

肉等の新需要創出へのチャレンジⅢ』公益財団法人日本食肉消費総合センター、平成 28 年

3月、1ｐ~15ｐを参照。 
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全国肉用牛振興基金協会の事業概要と北海道における 

日本短角種の生産・販売及び新たな加工品の創出 
 

野口 敬夫（東京農業大学） 

 

【要約】 

高齢化や健康志向が高まるなか、脂肪交雑の追求から多様な和牛生産の取組みや黒毛和

種以外の和牛として地方特定品種の再評価がみられるなか、全国肉用牛振興基金協会は、

本事業により日本短角種のバリューチェーンの強化に取り組んでいる。本事業では、消費

者ニーズ調査、成分組成分析の実施等により訴求ポイントについて分析を行い、日本短角

種の需要や特性を明らかにし、その需要や特性を踏まえた生産・出荷体制の整備に関する

検討や販促に必要な宣伝資料の作成を行うとともに、展示商談会では生産地域ごとの日本

短角種の牛肉や加工品の特徴等について PR を行った。 

しかし、日本短角種の需要が拡大する一方で供給が追い付いていない状況にあり、農場

単位での規模拡大や出荷調整に加えて、産地間連携の強化による日本短角種の通年出荷体

制の構築についても議論されるなか、今後も全国肉用牛振興基金協会による調整と継続的

な後方支援が必要である。 

 

１．全国肉用牛振興基金協会の事業内容 

（１）事業の目的と事務局 

適度な脂肪交雑をもつ牛肉が注目され、黒毛和種以外の品種が再評価されるなか、全国

肉用牛振興基金協会は、日本短角種などの地方特定品種を対象とし、脂肪交雑以外の品質

に着目したバリューチェーンの形成や顧客視点にたった新需要の創出を目的とした事業を

実施した。具体的には、地方特定品種牛肉の消費者ニーズ調査、成分組成分析の実施等に

より訴求ポイントを検討するとともに、PR 資料の作成、産地との共同実施により加工品の

試作等を行っている。 

本事業の運営については、「地方特定品種牛肉新需要創出協議会」及び「地方特定品種牛

肉検討部会」が設置され、日本短角種産地（北海道、青森県、岩手県、秋田県）、褐毛和種

産地（北海道、熊本県）の関係団体や、地方特定品種関係の全国団体、学識経験者などが

参加し、全国肉用牛振興基金協会が事務局を担っている。平成 28 年度の具体的な事業内

容をみると、以下の商品性創出事業と実証事業が実施された。 

 

 

 

- 15 -



 

 

（２）商品性創出事業の概要 

①協議会及び検討部会の開催 

年 2 回（平成 28 年 7 月、平成 29 年 3 月）協議会が実施され、事業実施体制、年間事業

計画などの検討や事業成果の検証を行っているほか、消費者ニーズ調査や科学的検証の結

果等について検討した。 

②消費者ニーズ調査 

日本短角種牛肉に対する消費者等ニーズ調査の実施、調査結果の整理・分析を行った。

消費者ニーズ調査については、外部の調査機関に委託して一般消費者（月 2 回以上の頻度

で国産牛肉を購入している 20 歳以上の男女）や、卸売業・小売業、飲食店の牛肉仕入担

当者や営業・企画担当者などを対象に牛肉の購入状況や、日本短角種の認知度・購入度合

などについて WEB によるアンケート調査を実施している。 

③訴求ポイントの科学的検証 

成分組成分析は独立行政法人家畜改良センターに委託され、地方特定品種牛肉（日本短

角種）を対象に、主要 5 部位（リブロース、ウチモモ、サーロイン、モモなど）の一般成

分分析、呈味成分分析等の理化学分析を実施し、比較検討してそれぞれの特徴や優位性を

検証した。 

食肉画像解析は帯広畜産大学に委託され、地方特定品種牛肉（日本短角種）を対象とし

て、枝肉の撮影や肉質の画像解析、一般成分組成・脂肪酸組成等の理化学分析を実施する

とともに、肥育期間と肉質への影響をみるために、北海道、秋田県から提供された日本短

角種牛肉について、24～25 カ月の早期肥育牛と 28～29 カ月の肥育牛の肉質の違いを比

較・検討を行った。 

④ニーズに応じた生産出荷体制の確立 

日本短角種の生産・加工・流通等に関わる関係団体や学識経験者により日本短角種産地

交流会を実施した。平成 28 年 11 月 10 日～11 日に北海道帯広市の会場で行われ、肥育期

間の短縮（早期出荷）に伴う日本短角種牛肉の肉質、各道県の地方特定品種に関する情勢・

課題・振興対策、日本短角種牛肉に係る消費者等ニーズ調査の結果、について報告や意見

交換が行われた。 

⑤国内外の販路開拓 

地方特定品種牛肉の商品提案及び科学的検証結果に基づき、牛の特性、飼養管理方法の

特徴、科学的検証結果等について、パンフレットやポスター等の PR 資料を作成した。 

 

（３）実証事業の概要 

①加工品の試作 

日本短角種牛肉を使った加工品については、秋田県畜産農業協同組合が不需要部位等を

使用した加工品の試作を行い、肺を利用した佃煮、こま切れ肉を使用した味噌煮込み、す

ね肉を利用した角煮、挽き肉を利用したつくね、ばら肉を利用した牛丼の具、が試作され
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た。また、協力店舗等に対して試作加工品を提供して試験販売を行ったが、次年度からは

商品化して一般的な販売に結び付けていく見込みとなっている。 

②展示商談会への出展 

販売店等の新規開拓を目的に展示商談会として焼肉ビジネスフェア（東京：2017 年 1

月 18 日～19 日）へ出展を行った。食肉流通関係者等に対し、生産地域ごとの日本短角種

の牛肉や加工品の特徴等について PR を行った。また、これらの商品の試食を行い、前述

の嗜好型官能調査を実施した。 

 試食品としては、北海道産短角牛肉では高橋ファームの「えりも短角牛コンビーフ」、全

国肉用牛振興基金協会（北十勝ファーム産短角牛肉）の「カタロース・ドライエージング

ビーフ」、秋田県産短角牛肉では秋田県畜産農業協同組合の「かづの牛リブロースキャップ

牛肉」、岩手県産短角牛肉では、㈲総合農舎山形村の「牛串」、㈱岩泉産業開発の「赤身焼

きシャブ」、青森県産短角牛肉では十和田八甲田日本短角牛推進協議会の「短角牛バラ焼肉」

など、各飼養地域の短角牛肉が提供された。 

 

  

写真：焼肉ビジネスフェアにおける全国肉用牛振興基金協会のブース 

 

 以上のような商品性創出事業及び実証事業が実施されたが、本稿では事業対象となって

いる日本短角種産地のなかでも北海道に焦点をあて、特にえりも町で繁殖・肥育の一貫経

営から直接販売まで行っている高橋ファームの取組みを詳しくみていきたい。 

日本短角種産地として最大規模の岩手県の現状や課題については昨年度の本事業報告で

ある菊地（2015）、飼養規模が拡大傾向にある秋田県の動向については一昨年度の本事業

報告である菊地（2014）で整理されているが、岩手県や秋田県と比べると、北海道では日

本短角種の生産者が点在しているため、加工・流通業者など関連主体との組織的な連携が

取りづらい状況にある。 

こうしたなかで、高橋ファームは日本短角種の繁殖・肥育だけでなく多様な加工品の製
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造に取り組むとともに、自ら生協や宅配ネットスーパー等への直接販売や焼肉レストラン、

宿泊施設の運営を行うなど多様な事業展開をみせている。本事業は脂肪交雑以外の肉質に

着目したバリューチェーンの形成として販路開拓や新たな加工品の創出を目的としている

が、高橋ファームの取り組みはこの目的に合致した優良事例であるとともに、一昨年度か

ら本事業の実証事業で新たな加工品創出にも取り組み、平成 26 年度にモツ煮込み、平成

27 年度にハンバーグの試作品製造を行っている。 

そこで、次節ではまず、北海道における日本短角種の生産・販売や、えりも町における

肉用牛の飼養概況など整理し、高橋ファームの日本短角種の生産・販売や加工品創出の取

組みを検討したい１）。 

 

２．北海道における日本短角種の生産・販売及びえりも町の概況 

（１）北海道における日本短角種の生産・販売 

北海道における日本短角種の主要な飼養地域は、日高管内のえりも町、新ひだか町、釧

路管内の弟子屈町、十勝管内の足寄町などである。北海道における日本短角種の生産概況

をみると、飼養戸数は 2010 年以降、若干の変動はあるものの繁殖・肥育ともに横ばいで

推移しており、2015 年には繁殖農家数が 21戸で繁殖牛頭数は 801頭、一方、肥育農家数

は 19戸で肥育牛頭数は 647頭となっており、繁殖牛飼養が中心となっている（表 1）２）。 

 

 

 

1982 年に日本短角種の主産地である岩手県において、県、生産・流通団体、生協・量販

店が一体となり日本短角種一貫生産体系整備モデル事業をスタートさせたことを契機とし

て、北海道でも日本短角種の繁殖肥育の一貫体制づくりと、産直販売の取組みが進められ

た３）。2016 年現在でも繁殖・肥育の一貫経営が多いが、地域内で繁殖農家から肥育農家へ

子牛が直接供給されているため、子牛市場への出荷は少ない。なお、市場で取引される子

牛価格は全国平均に比べて低く、2015 年では全国価格は約 47万円であったが、北海道は

約 32 万円となっている４）。北海道における日本短角種の生産をみると飼養農家は、それ

ぞれ地域の環境にあわせた飼養を行っているが、放牧や自然哺乳などを行う農家や、純国

産飼料を中心とした生産を進める農家が多い５）。 

単位：戸、頭

2010 2011 2012 2013 2014 2015

戸数 25 24 24 28 25 21

頭数 787 803 798 928 919 801

戸数 8 12 10 13 13 19

頭数 596 601 588 494 592 647

資料：北海道農政部畜産振興課資料による。

繁殖雌牛

肥育牛

表１　北海道における日本短角種の飼養戸数・頭数
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一方、北海道における日本短角種の販売については、特産品としての産直が中心となっ

ており、販売先との取引関係が一定程度確立されている。脂肪交雑ではなく赤身の良さを

PR することで、市場評価ではなく消費者評価を重視した販売が進められてきた。具体的な

販売先をみると、えりも町、足寄町では宅配ネットスーパー等、弟子屈町では生協等が中

心となっており、こうした販売先との安定的な取引関係が日本短角種の生産体制の維持に

繋がっている６）。次に、高橋ファームがあるえりも町の肉用牛の飼養概況をみていこう。 

  

（２）えりも町における畜産業・肉用牛の飼養概況と補助事業 

えりも町は平地が少ないこと等もあり、第 1 次産業では農業以上に漁業が盛んである。

えりも町の農業をみると肉用牛、酪農、軽種馬等の畜産業が中心となっているが、元々沿

岸漁業・漁家の不漁対策として日本短角種が導入された。 

しかし、1990 年代前半に入ると、牛肉の輸入自由化と脂肪交雑による格付が進められた

ことで、他の日本短角種産地と同様に、えりも町でも黒毛和種への転換が進み、黒毛和種

の素牛生産が主力となっている７）。2016 年の畜産農家数をみると、肉牛農家 24戸、酪農

家 2戸（うち 1戸肉牛複合農家）、軽種馬農家 4戸（うち 1戸肉牛複合農家）、肉用牛総頭

数 1,620頭（うち黒毛和種 1,163頭、日本短角種 231頭、交雑種 226頭）となっており、

黒毛和種が大部分を占める。 

2015 年のえりも町における JA（ひだか東農業協同組合）の和牛（黒毛和種）出荷頭数

をみると、子牛出荷が 530頭、肥育牛出荷が 5頭となっており、繁殖が中心であるが子牛

はホクレンが運営する 2ヵ所の家畜市場へ出荷される。繁殖が中心で肥育が伸びない理由

としては、えりも産の和牛ブランドが確立しないこと等が挙げられる８）。 

えりも町は、こうした繁殖農家に対して、①自家保留に対する奨励金や、②肉牛導入に

対する資金貸出、などの補助事業を実施している。①については JA と町の共同出資であ

り、2010 年から 1頭当たり JA が 3万円、えりも町が 3万円で合計 6万円が補助される。

②は 2017 年から開始する予定の事業であり、1頭当たり 60万円が貸出され、農家は繁殖

素牛を購入して子牛の販売代金で返済する契約となる。 

また、えりも町では 2016 年現在、公営牧野 253.45ha（そのうち採草地が 193.85ha、

放牧地が 59.60ha）を所有しており、農家の希望に応じて面積を配分して 1ha当たり 4.5

万円で貸し出している。 

えりも町のふるさと納税については、寄付金の約 50％が返礼品、約 30～40％が町の税

収、残りが業者手数料となっている。2015 年の実績をみると、寄付件数は 2万 4,821件、

寄付金額合計は約 5 億 3,862 万円で、件数・金額ともに前年度の 2 倍以上増加している。

えりも町では、1 万円以上寄附した町外在住の個人の方を対象に返礼品を送っているが、

2016 年 9～11 月では、カニ・鮭・いくら等の水産品を中心に合計 134 品が用意されてお

り、このなかに後述する高橋ファームで生産された「えりも短角牛」の精肉や加工品等も

多数みられる。 
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３．北海道・えりも町における高橋ファームの取組み 

（１）高橋ファームの日本短角種の生産と流通 

2016 年現在、えりも町の肉牛農家のなかで日本短角種を飼養しているのは、高橋ファー

ムだけである。同ファームは、えりも町襟裳岬周辺に立地し、漁業（昆布漁）の副業とし

て日本短角種を導入してから家族経営で生産・販売を行っている。 

当初、同ファームは繁殖経営であったが 1990 年代に入ると肥育も行うようになり、繁

殖・肥育の一貫経営となった。2002 年には、消費者に対する日本短角種の PR と認知拡大

を目指して、短角牛の直接販売を開始するとともに、「ファームイン守人（まぶりっと）」

という直売・宿泊施設と焼肉レストラン「焼肉小屋短々（たんたん）」を開店させた。 

2000 年代に入ると、漁業以上に肉牛事業の売上が拡大し、2015 年現在、年間売上高の

合計は約 8,500万円で、その約 60％が肉牛生産・販売事業、約 20～30％が漁業（昆布漁

で 7 月 10 日から 9 月末まで実施）、約 10～20％が宿泊施設・焼肉レストラン業となって

いる。肉牛の牧場管理は家族労働力 3名（代表夫妻、息子）で行われ、その他販売業務や

宿泊施設では約 5人のパートが雇用されている。 

同ファームの取扱品種は日本短角種だけであり、飼養頭数合計（2016 年）は約 350 頭

で、そのうち繁殖牛が約 100頭、肥育牛が約 250頭となっている。同ファームはえりも町

から公営採草地・放牧地を借り９）、放牧地合計約 110ha、採草地合計約 60ha を利用して、

放牧主体の飼養管理を行っている。 

高橋ファームの繁殖部門では、繁殖雌牛のなかで種雄牛を飼養し自然交配させる「まき

牛方式」で繁殖を行い、種雄牛については、酪農学園大学や北里大学など周辺の大学から、

1～2 年間に数頭ほど導入している。繁殖雌牛は生後約 15カ月で妊娠可能となり、妊娠期

間は約 290 日で約 25カ月齢に初産、その後、年 1 回分娩で生涯産子数は 12頭である。分

娩時期としては 2～3 月がピークとなるが、高橋ファームでは通年出荷のために初交配の

時期（月）を調整するとともに、放牧地では交配しない群の区画を設け管理し、交配・分

娩を進めている。 

日本短角種は産乳量が多く短期離乳させないため哺育期は比較的長く、子牛は生後 6～

10カ月齢まで母牛と飼養される。分娩後 1カ月だけ舎飼いとなるが、その後の飼養は放牧

であり、飼料は基本的に牧草（チモシーやオーチャードなど）だけであるが、分娩のとき

に少し配合飼料やサイレージを与えている。 

肥育部門では前期（生後 8カ月齢～14カ月齢）から中期（生後 15 か月齢～21カ月齢）

の期間は放牧及び舎飼いを行っているが、中期の中頃から後期（生後 21カ月～27カ月齢）

にかけては舎飼いが中心となる。肥育前期の飼料は牧草に加えて配合飼料、ビール粕など

を給与している。肥育中期・後期に入ると、牧草、配合飼料、ビール粕に加えてデントコ

ーン等が給与される。飼料給与については、牧草の利用性が高いことから、配合飼料は通

常肉牛飼育時の 3 分の 1 に留まり、飼料コストは比較的に低い。配合飼料については
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NON-GMO トウモロコシ原料を利用しているため価格は若干割高となるが、前述用のよ

うにビール粕やデントコーンを利用することで飼料コストを 30％削減させている。なお、

以前ホクレンと連携して飼料米の取組みも進めたが、飼料配合・製造を十勝地域の飼料工

場で行っていたため、輸送費が大きくコスト高に繋がり、現在では実施していない。 

 

 

 

同ファームの日本短角種の出荷体重は約 700kg、出荷月齢が約 23～27 カ月齢で、年間

（2016 年）約 70～80頭が出荷される。えりも町で生産された日本短角種は「えりも短角

牛」の銘柄で販売される。高橋ファームによるえりも短角牛の供給経路を図 1 に示したが、

高橋ファームから出荷された短角牛の屠畜は北海道畜産公社・十勝工場に委託され、ここ

で生体から部分肉まで処理される。販売の詳細は後述するが、生活協同組合や宅配ネット

スーパーには部分肉のフルセット、卸売業者へは枝肉、レストラン・ホテルなどについて

は部分肉のパーツで販売される。これらへの販売における配送コストは販売先が負担して

いる。一方、同ファーム会員への宅配、宿泊施設・焼肉施設、店頭販売などについては、

高橋ファームの施設内で精肉加工・パッキングされて販売される。 

 

（２）高橋ファームにおける「えりも短角牛」の販売・価格 

同ファームにおける短角牛の地域別販売割合をみると、札幌、函館、岩見沢などの道内

販売が約 60％、東京などの道外販売が約 40％となっている。現在、日本短角種のニーズ

に対して同ファームの生産が追い付いていないため、新規取引を断っている状況にあるが、

2016 年の販売先としては、①生活協同組合が約 49％、②宅配ネットスーパーが約 24％、

③同ファームの会員への販売及び宿泊施設・焼肉施設での利用、道内外のホテル・レスト

ランなどが約 14％、④卸売業者 1社が約 13％となっている。 

【屠畜処理】
北海道畜産公社

【外部販売先】

生活協同組合

宅配業者、卸売業者

レストラン、ホテル

図1 高橋ファームによる「えりも短角牛」の供給経路

出所：高橋ファームへのヒアリングより作成

生産段階 処理段階 販売段階加工段階

【加工品製造】
加工業者6社

【生産】

繁殖・肥育

一貫経営

高橋ファーム

【精肉加工】
カット・パック

生体

【組織内販売】
会員宅配、宿泊施設

焼肉施設、店頭販売

加工品
（製造委託）

部分肉

精肉
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販売先としては、①の生協と②の宅配ネットスーパーの 2ヵ所がかなりの割合を占める

が、これら販売先は消費者の安全・安心志向や健康志向を踏まえ、脂肪交雑の多い黒毛和

種と比べて低カロリーや高タンパク質で、グルタミン酸やイノシン酸などの旨味成分を含

む日本短角種の特性、その生産における飼料等の生産資材や飼養方法や産地とのつながり

を重視している。こうしたニーズを踏まえ、同ファームは抗生物質、放牧、堆肥還元、

NON-GMO、動物福祉などを考慮した飼養方法を実施し、販売先との連携を深めてきた。

これらの販売先とは契約取引を実施しており、年 1 回、昨年度の取引実績などをもとに年

間取引数量や価格を決定している。 

販売先③の「会員への販売」については、同ファームが 2002 年に会員制度「短角王国

の会」を設け、この会員に対してえりも短角牛の販売を行っている。入会料や会費は無料

で、会員有効期限は 1 年間（申請無ければ自動継続）となっており、毎月 29 日には、精

肉と加工品の店頭販売商品に加えて通常販売していない種類のスライス、ブロックを組み

合わせた 3,000円コースと 4,000円コースのセット販売を行っている。会員は、①税込み

で通常価格より 10％割引で購入、②店頭で購入した場合にも 10％割引、③宿泊施設利用

時に 5％割引、などの特典がついている。商品は基本的に宅配されているが、えりも町内

の会員には宿泊施設での引き取りにも対応している。口コミで少しずつ拡大し、2016 年現

在、道内・道外に 100名ほどが会員となっている。 

④の販売先は北海道内の食肉卸売業者であり、食肉製造、加工、販売を行っている。同

社は高橋ファームから枝肉で仕入れ、自社工場でカット・パッキングを行い、チルドと冷

凍で出荷している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額 内容量 温度帯 金額 内容量 温度帯

1万円
しゃぶしゃぶ用モモスライス250ｇ×2パック

すき焼き用肩ロース200g×2パック
冷凍 2万円

ハンバーグプレーン100g×6個

ハンバーグ昆布入り100g×6個

ソーセージ4本入り/計150g×2袋

冷凍

1万円

焼肉用カルビ200g

焼肉用ヘルシー（モモ又はウデスライス）200g

牛ソーセージ4本（150g）

冷凍 3万円

すき焼き用肩ローススライス200g×3パック

リブロースステーキ240g前後×2枚

ハンバーグプレーン100g×2個

ハンバーグ昆布入り100g×2個

冷凍

2万円

ローストビーフ200g前後

スモークレバー140g前後

牛丼の具140g×2袋

ソーセージ4本/計150g

メンチカツ60g×5個

コロッケ60g×5個

ハンバーグプレーン100g×2個

ハンバーグ昆布入り100g×2個

冷凍 3万円

生チョリソー80ｇ×2本

生ソーセージ80ｇ×2本

チーズフランク60g×2本

フランクフルト60g×2本

レバーぺースト120g

ビーフジャーキー45g

コンビーフ90g

ハンバーグプレーン100g×2個

ハンバーグ昆布入100g×2個

冷凍

2万円
しゃぶしゃぶ用モモスライス200g×3パック

すき焼き用肩ローススライス250ｇ×2パック
冷凍 5万円

ファームイン守人 1泊2食付宿泊券2名様分

　夕食：短角牛の焼肉、朝食：海の幸中心の和食

2万円

焼肉用カルビ200g×2パック

焼肉用ヘルシー（モモ又はウデスライス）200g

塩ホルモン300g

味噌ホルモン300g×2袋

ソーセージ4 本/ 計150g

ハンバーグプレーン100g×2袋

ハンバーグ昆布入100g×2 袋

冷凍 10万円

すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキ肉の販売

【1月】スペシャルすき焼きセット

【4月】スペシャルしゃぶしゃぶセット

【7月】ステーキセット

【10月】スペシャル焼肉セット

＊時期的に４回に分けて発送

冷凍

出所：ふるさと納税サイト（https://www.furusato-tax.jp/）より作成。

表2　北海道えりも町・高橋ファームの「えりも短角牛」のふるさと納税返礼品（2016年9～11月）
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また前述のように、えりも町では 2015 年にふるさと納税の寄付件数・金額が大きく伸

びたが、同年における高橋ファームの返礼品件数は 1,045件、金額合計は約 1,071万円で、

年間売上高全体の約 12％を占める。表 2 に 2016 年 9～11 月の間に高橋ファームが提供す

るふるさと納税の返礼品一覧を示したが、基本的にえりも短角牛のしゃぶしゃぶ、すき焼

き、焼き肉用にスライスした精肉、ハンバーグやソーセージ、コロッケ、メンチカツなど

の加工品のセットで、1～3万円のパックに加えて、同ファームの宿泊施設 1泊 2食付き宿

泊券 2名分で 5万円、年 4 回えりも短角牛の精肉セットで 10万円のパック等も設けられ

ている。 

同ファームで生産されたえりも短角牛の格付（2016 年）の割合をみると、A2 が 91.5％、

B2 が 8.5％と、A-2 が中心となっている。生協や宅配業者、卸売業者等との取引における

価格決定方法は、生産コスト積み上げ方式であり、生産コスト、屠畜加工料、利益分など

から設定され、市場価格などは参考にしていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 えりも短角牛の消費者向け最終販売価格（2016 年 11 月）は表 3 に示した。（独）農畜

産業振興機構調べによる同時期（2016 年 11 月）の国産和牛の全国小売価格 10）をみると、

バラが 740円/100g、サーロインが 1,344円/100g、モモが 760円/100g であったが、こ

れらの部位に関するえりも短角牛の最終販売価格をみると、バラが 594円/100g、サーロ

インが 1,112 円/100g、モモが 594 円/100g、となっており、どの部位においても国産和

牛の全国小売価格よりやや低い販売価格となっている。 

10数年前と比較すると、需要の高まりから黒毛和牛の価格に近づいてきている状況では

あるが、高橋ファームとしては希少種として黒毛和種以上のプレミアムを付加するという

よりも、黒毛和種の目安としつつも前述の販売先との取引のなかで生産コストが賄えつつ

消費者が求めやすい価格設定により、日本短角種の認知・拡大に努めている。処理・加工、

流通段階におけるコスト削減は難しい状況にあるが、生産段階については繁殖・肥育の両

部門で大きな割合を占める飼料費の削減を図るとともに、今後、生産規模の拡大を図るこ

バラ 594円 ローストビーフ（内モモ） 864円

ウデ 594円 ハンバーグ（プレーン100g） 497円

ハンバーグ（昆布入り100g） 497円

サーロイン 1,112円 コロッケ（60g×5） 583円

リブロース 1,112円 牛丼の具（2食分） 713円

ヒレ 1,149円 牛ソーセージ（150g×4本） 594円

594円 塩ホルモン 886円

745円 味噌ホルモン（300g） 886円

出所：高橋ファーム資料による。

注：2016年11月の販売価格である。

しゃぶしゃぶ用（100g）モモ

すき焼き用（100g）カタロース

表3　高橋ファームのえりも短角牛・消費者向け販売価格

焼肉用精肉（100g）

ステーキ用精肉（100g）

短角牛加工品
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とで、スケールメリットによるコスト削減を進める予定である。また、えりも短角牛に関

する地域団体商標と地理的表示（GI）の申請手続きを進めており、今後さらなる品質やブ

ランドの確立にも努めている。 

 

（３）高橋ファームの加工品の製造・販売と「えりも短角牛ハンバーグ」の取組み 

加工品についてはハンバーグ（プレーン及び昆布入り）、メンチカツ、コロッケ、ソーセ

ージ（牛肉 100％）、スモークレバー、ビーフジャーキー、ホルモン、牛丼の具など、多様

な商品の製造販売を行っている。加工品の製造は外部メーカー6 社に委託されているが、

これはメーカー側からの呼びかけによる商品開発ではなく、同ファームからの依頼で製造

されている。また、えりも短角牛の販売では精肉が中心であるが、会員など多様な取引を

行っていることから加工品の商品ラインナップを増やす必要もあり、余剰部位は加工品原

料へ仕向けられ、その製造にも重点が置かれている。しかし、需要に供給が追い付いてい

ないことや精肉販売が中心であることに加えて、多様な販売先の利用特性に合わせて部位

調整を行っているため、それほど余剰部位が発生しておらず、加工仕向け原料肉を確保す

ることが難しい状況となっている。 

昨年度の本事業において、高橋ファームは日本短角種のすね、ネック、モモ等を使用し

た「えりも短角牛ハンバーグ」の試作・販売を行った。ハンバーグは、プレーンのほか、

昆布入りの 2 種類で、その他の原材料としては、北海道産の無・低農薬の玉ねぎ、放し飼

いの自然卵、低温殺菌牛乳、天然酵母のパン粉、天然塩、国産の無・低農薬のトマトで作

ったケチャップ 等を使用している。 

2015 年に試作品として、昆布入りハンバーグ、プレーン・ハンバーグをそれぞれ 500

個が製造され、会員への宅配や牧場の宿泊施設・焼肉施設の店頭で販売を進めた結果、約

1 カ月で売り切れたことから、その後定期的な製造・販売が行われるようになった。この

ハンバーグの 1個当たりサイズは 100g が中心で、2016 年 3 月～10 月の間に 5,166個（昆

布入りハンバーグ 2,679個、プレーン・ハンバーグ 2,487個）が製造された。2016 年 11

月の販売価格はプレーン・昆布入りともに 100gサイズで 497円となっている。 

2016 年にハンバーグは順調な売れ行きをみせているが、販売先別販売割合をみると、店

頭販売が約 20％、宿泊施設での食事（ハンバーグセット、バーガー用・焼肉用コーナー）

が約 20％、会員宅配システムが約 30％、ホテル・小売店が約 10％、漁協・農協等のキャ

ンペーンでのプレゼントが約 5％、ふるさと納税のギフト販売が約 15％、であり、農場内

施設や宅配での販売が多い。量販店等では手数料が高いため今後についてもこれらの取引

先中心に販売を進めていく予定である。最も販売割合が多い会員宅配システムについては、

ハンバーグだけではなく、写真のように精肉、ソーセージなどの加工品とセットで販売さ

れている。また、前述のふるさと納税の返礼品では 2万円と 3万円のセットに入っている

が、今後のふるさと納税でのギフト販売によりハンバーグの販売も拡大することが見込ま

れている。 
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写真：えりも短角牛の精肉、加工品、えりも短角牛ハンバーグ等のセット 

出所：高橋ファーム HP による。 

 

以上、加工品の取組みをみてきたが、この加工用原料肉を含め高橋ファームでは供給が

追いついていない状況であり、今後、同ファームは需要に対応できるよう規模拡大を進め

る予定である。また、規模拡大に伴い施設の整備が必要となるが、畜産・酪農収益力強化

整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）11）を利用して、肥育牛舎の増設（80頭規模）

や、TMRセンターの設置等を進める計画となっている。 

 

４．総括 

本稿では、全国肉用牛振興基金協会の事業内容を取り纏めてきた。高齢化や健康志向が

高まるなか、脂肪交雑の追求から多様な和牛生産の取組みや黒毛和種以外の和牛として地

方特定品種の再評価がみられるなか、同協会は日本短角種のバリューチェーンの強化に取

り組んでいる。 

本事業では、消費者ニーズ調査、成分組成分析の実施等により訴求ポイントについて分

析を行い日本短角種の需要や特性を明らかにし、その需要や特性を踏まえた生産・出荷体

制の整備に関する検討や販促に必要な宣伝資料の作成を行っている。また、展示商談会で

は生産地域ごとの日本短角種の牛肉や加工品を展示の上、これらの特徴等について PR を

行った。 

同協会によるこれらの取組みは、日本短角種産地における生産者や生産者団体、流通業

者など各関係主体のバックアップと関係者間の連携構築に繋がる。特に、日本短角種の特

性や飼養方法を踏まえた宣伝 PR と販路開拓、また、消費者ニーズに応じた生産・出荷体

制の確立に係る方向性の検討など、生産と販売の連携強化によって、同協会は日本短角種

のバリューチェーンの強化を図っている。さらに、同協会は日本短角種の産地間連携を推
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し進め関係者間のスムーズな情報共有を図り、各飼養地域を繋げる潤滑油としての役割を

果たしている。 

全国各地でブランド牛が拡大し普及活動が進められるなか、産地においてブランド牛を

維持・発展させていくには、肉牛の特性を明確にし、その特性や出荷規模に見合った販売

先との取引関係が構築できるかが重要となる。黒毛和種と比べて、日本短角種は消費者ニ

ーズへ合致した適度な脂肪交雑と旨味成分を含むとともに、低カロリーや高タンパク質と

いった特性をもつが、販売ではこうした日本短角種の価値を認識した顧客を中心に販路を

安定化させることが必要となる。 

本稿では北海道における日本短角種の動向と、えりも町の高橋ファームの取組みをみて

きたが、北海道では放牧や自然哺乳、純国産飼料の利用など地域特有の環境にあわせた生

産が行われ、それが商品価値に繋がるとともに、脂肪交雑ではなく赤身の良さを認識した

販売先との産直取引が構築されている。高橋ファームでは日本短角種の特性や産地とのつ

ながりを重視する生協や宅配ネットスーパー等との連携を深め、消費者の安全・安心や健

康志向などに繋がる飼養方法や生産資材における販売先のニーズへの対応を図り、安定し

た取引関係を築いている。 

また、高橋ファームは日本短角種の繁殖・肥育や直接販売だけでなく、多様な加工品製

造や焼肉レストラン、直売・宿泊施設の運営など広範囲な事業を実施し、地域において 6

次産業化のモデルを確立している。このように日本短角種の農家が生産だけでなく独自に

加工・販売、サービス（外食業、宿泊業など）まで一貫して行い価値創出を図る形態は、

バリューチェーンの優良モデルの一つと言えよう。 

ただし、日本短角種産地の飼養規模は小さく、需要が増大しても供給ロットの確保が難

しく、量的面で対応できない状況にある。今後、農場での増頭による飼養規模の拡大等を

進める必要があるが、増頭に係る補助や規模拡大に伴う施設や設備の導入に対する補助な

ど行政の支援が要請される。こうした規模拡大に加え、農場では通年出荷の調整も重要と

なる。日本短角種は季節繁殖が多く通年出荷の調整がしづらいが、高橋ファームでは通年

出荷のために交配時期の調整と放牧地における群の区画管理によって交配・分娩を進めて

いる。こうした農場単位での出荷調整に加えて、日本短角種の産地間連携による通年出荷

体制の構築に対する議論も必要であろう。 

日本短角種の需要が拡大し価格が黒毛和種に近づきつつあるなか、日本短角種は本事業

で明らかになった特性を踏まえた商品開発や販路開拓を行うとともに、それと並行して、

通年出荷のための産地連携などについても継続的に取り組む必要があり、今後こうした取

り組みに対して、全国肉用牛振興基金協会による体制整備と後方支援が不可欠である。 
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〔注〕 

１）えりも町における肉用牛の概況については、えりも町役場・産業振興課、高橋ファー

ムの取組みについては、高橋ファーム代表にヒアリング調査（2016 年 11 月 4 日）を実

施した。 

２）北海道農政部畜産振興課『北海道の地方特定品種（褐毛和種、日本短角種）をめぐる

情勢』平成 27 年 12 月 3 日による。 

３）室井好文『日本短角種の現状と今後の戦略』北海道日本短角種研究会 HP：

http://www.tankaku.jp/による。 

４）北海道農政部畜産振興課前掲資料による。 

５）山口ら（2015）による。 

６）北海道農政部畜産振興課及び室井前掲資料による。 

７）北海道えりも町『えりも町酪農・肉用牛生産（酪農・肉用牛生産）近代化計画書』平

成 28 年 2 月による。 

８）えりも町役場・産業振興課へのヒアリングによる。 

９）高橋ファームはえりも町から放牧地 52.50ha、採草地 23.13ha で合計約 75.63ha を

借りている。えりも町役場・産業振興課へのヒアリングによる。 

10）（独）農畜産業振興機構・畜産物の需給関係の諸統計データ 

（https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000073.html）よる。 

11）同事業では、畜産・酪農の収益力の強化を集中的に進めるため、施設整備や機械導入

に対して補助を行うとともに、新たな取組みの効果を実証するために必要な調査・分析

を行っている。 
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短角かづの牛の復調傾向とその要因を中心に―』「平成 25 年度国産牛肉新需要創出緊急

対策事業―国産牛肉新需要創出へのチャレンジ―」日本食肉消費総合センター、pp.36-51。 

２）菊地昌弥（2015）『全国肉用牛振興基金協会の事業内容と日本短角種の大規模産地

岩手県岩泉町の動向』「平成 26 年度国産食肉新需要創出緊急対策事業―国産食肉等の新
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ホクレンの経産牛再肥育の取組の成果と課題 

 

  佐々木 悟（松蔭大学） 

 

[要約] 

酪農部門における経産牛頭数の減少、性判別精液による人工授精や黒毛和種精液による

人工授精の増加は、初生牛、乳雄子牛生産の減少をもたらし、乳牛去勢生産は減少しつつ

ある。乳牛去勢の減少を補うためにホクレンは、商品性創出事業として、これまでミンチ

材、加工用に使われていた乳廃牛を原材料として経産再肥育牛生産に着手している。現在

月間７頭の肥育が行われ、経産肥育牛は中部地方の市場にテーブルミートとして流通して

いる。消費動向調査では、経産再肥育牛は西欧、豪州、ニューランドの顧客に好まれ、ま

た日本人顧客調査においても経産再肥育牛を好む比率が乳牛去勢を上回っている。また肉

質評価においても、経産再肥育牛は水分、破断強度（固さ）、筋肉内脂肪含量の面で乳牛去

勢と比較して遜色がなく、脂肪酸組成においてもバルチミン酸の比率が乳牛去勢より高く、

特に生体を構成する脂質として重要なオレイン酸も乳牛去勢と同等の含有比率を有してい

る。今後、乳牛去勢の減少を補う大衆牛肉として経産再肥育牛の生産、流通、販売体制を

確立するには、生産段階における経産牛導入から肥育・出荷までの個体差による大きなバ

ラツキを是正して生産の効率化をすすめるとともに、低需要部位の新たな需要創出を目指

したドライエージング等の加工による付加価値の創設が課題となることを提起した。 

 

はじめに 

大衆牛肉の乳牛去勢の需給が逼迫し、価格が高騰している。乳牛去勢をはじめとする乳

牛肉は北海道の基幹品目であり、繁殖を酪農部門に依存するが故に酪農とも深い関わりを

持って存立している。2016 年現在乳牛去勢 B2 の年平均卸売価格は 1,009 円/kg(東京中央 

卸売市場食肉市場）と５年前（2011 年同 458 円/kg）の 2.2 倍に達し１）、今後も価格の高 

止まりが予測される。このような国産大衆牛肉の価格高騰は必然的に国民の牛肉離れと安

価な輸入牛肉の更なる国内市場席巻を促進させる恐れがある。 

乳牛去勢の価格高騰の要因は後に述べるように、牛肉資源を供給する酪農部門から派生

してきており、新たな対応が求められている。そこで、北海道の畜産を担うホクレンの事

業では、消費者の大衆牛肉としての乳牛肉の需要に対応すべく経産牛再肥育によるテーブ

ルミートとしての牛肉の商品化を核に据え、経産再肥育牛肉の特徴を科学的に検証・明確

化し、消費者ニーズに対応した生産体制の確立と付加価値を高めた牛肉を国内外へ流通さ

せるべく、部位バランスを考慮した「販売ルート」「部位別の用途」「国外の販売」の販

路開拓を目的としている。 
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本稿では、そのような目的のもとにすすめられているホクレンの経産牛再肥育の成果を

検証し、これからの課題を明らかにしたい。 

 

１．乳牛去勢のと畜頭数並びに肉資源の減少 

 日本の牛肉生産は2010年以降キュウソクナ減少を呈している。肉牛総と畜頭数でみると、

2010 年の 120万頭から直近の 2016 年には 104.6万頭へと 15.6万頭、13％減っている。も

っとも顕著な減り方を示しているのは乳牛去勢である。すなわち、同年間に23万頭から19.7

万頭へと 3.3万頭、14.3％減少しており、肉牛総と畜頭数減少の大きな要因になっている（図

１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなと畜頭数の減少にともない、需給は逼迫し価格は高騰している。乳牛去勢 B2

をみると 2010 年 655 円/kg から翌 11 年には 473 円/kgへと 30％低下し、その後 2015 年

には 1,085 円/kg と 2010 年の価格の 1.66 倍にまで上昇し、翌 16 年には 1,009 円/kg と約

７％下落したが、高止まり傾向にある（図２）。 

このような乳牛去勢の需給逼迫は以下に述べるように、酪農部門における経産牛頭数の

減少、黒毛和種精液による人工授精や雌雄判別精液を使った人工授精、受精卵移植の増加

等によるものであり、今後、初生牛、乳雄子牛の減少によって乳牛去勢の生産頭数は減少

の一途を辿ることが予測される。 

 乳牛去勢生産頭数の減少の第一の要因は、都府県で顕著にすすみつつある乳牛、並びに

経産牛飼養頭数の急減である。2010 年以降 2016 年までにおける全国乳牛飼養頭数は、148

万頭から 135 万頭へと 10 万頭、6.7％減少している。さらに現在搾乳を行っている経産牛

頭数も 96万頭から 89万頭へと 7万頭、7.3％減少している。出産する初生牛雄の比率が 5

割とみると、この間の乳牛去勢の原材料は 3.5万頭減少している。また、経産牛の減少比率

より乳牛の減少比率が高いということは、酪農家が後継を目的とした育成牛や搾乳以外の

牛の飼養を減らしていることがうかがえる。 

乳牛、経産牛の飼養頭数に占める北海道のシェアが急速に拡大しつつある。この間北海

道の乳牛飼養頭数は 83 万頭から 79 万頭へと 4 万頭と 5％減少しているが、全国飼養頭数

の減少が大きいため、全国に占める北海道の飼養シェアは 56％から 58％へと 2ポイント上
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図２　乳牛去勢の卸売価格の推移（東京中央卸売市場食肉市場)

農水省「食肉流通統計」
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図１　乳牛去勢と畜頭数の推移

農水省「食肉流通統計」
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昇している。また、北海道の経産牛飼養頭数についても、この間 49 万頭から 47 万頭へと

２万頭と４％減少しているが、減少率が小さいため、飼養シェアは 51％から 54％へと 3ポ

イント上昇し、生乳生産の北海道への集中が顕著になりつつある（表１）。 

 

表１ 全国乳用牛飼養頭数、経産牛飼養頭数、並びに北海道乳牛飼養頭数、経産牛飼養頭   

数と全国に占める比率 

                                                             単位：千頭・（％） 

 

年 

次 

          乳用牛飼養頭数          経産牛飼養頭数 

  全  国      北海道     全  国    北海道 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

    1,484 

    1,467 

    1,449 

    1,423 

    1,395 

    1,371 

    1,345 

  826（56） 

  827（56） 

  821（57） 

  806（57） 

  795（57.) 

  792（58） 

  786（58） 

       963 

       932 

       942 

       923 

       893 

       869 

       891 

    489（51） 

    480（52） 

    495（53） 

    485（53） 

    470（53） 

    460（53） 

    471（54） 

      資料：農水省「畜産統計」 注）数値は毎年２月１日調査による。 

 

このような経産牛の減少は初生牛、乳雄子牛減少の一要因となっている。 

 第二に交雑種肉牛の生体販売を目指した乳用牛の人工授精における黒毛和種の交配比率

の上昇も肉牛部門における初生牛、乳雄子牛の供給減少の大きな要因となっている。2010

年以降直近の 2015 年までの年平均の黒毛和種交配比率をみると、全国では 28.9%から

34.0％へと5.1ポイント、都府県では40.8%から50.7％へと9.9ポイント、北海道では17.4％

から 21.5％へと 4.1 ポイントそれぞれ上昇している。とりわけ都府県酪農家の黒毛和種交

配比率が著しく上がっており、また、都府県への初妊牛供給地帯として位置づけられる北

海道の黒毛和種交配比率も上昇傾向にあり、これからも乳牛去勢産地における初生牛雄や

乳雄子牛の需給逼迫は続くことが予測される（図３）。 
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図３　乳用牛人工授精の黒毛和種交配比率の上昇

資料：日本家畜人工授精師協会資料

都府県

全国

北海道

％

- 31 -



更に、第三に初生牛雄や乳雄子牛生産の減少を引き起こす要因となっているのは、乳用

牛への性判別精液による人工授精、受精卵移植の増加である。現在の搾乳牛の後継牛の作

出や初妊牛の出荷を目指す酪農家は確実に雌子牛が生まれる性判別精液による人工授精や

授精が困難な雌牛には受精卵移植を行う。特にホルスタイン種の交配比率の高い北海道を

みると、北海道人工授精師協会の性判別精液による人工授精の統計調査は 2015 年第 2四半

期から行われており、直近の 2016 年第三四半期までをみると、各四半期ごとの人工授精頭

数は 24.5～26.5万頭であり、そのうち黒毛和種精液による人工授精の比率は 20.7～21.8％

である。他方、この間、確実に雌子牛が生まれる性判別精液による人工授精の比率は 8.0%

か 10.9％に上昇し、約５割の確率で初生牛雄が生まれる可能性のあるホルスタイン種によ

る人工授精の比率は 70.6％から 67.3％に低下している。今後、性判別精液による人工授精

の比率は益々上昇して、その結果初生牛雄の生産頭数は徐々に減少することが予測される

（表２）。 

 

表２ 乳用牛における交配精液の種別的利用率（北海道） 

    

     期   間  

人工授精頭数

（頭） 

  ホルスタイン種 黒毛和種 

 通常精液 性判別精液 

平成27年 第二四半期（４～６月）

     〃  第三四半期（７～９月）

     〃 第四四半期（10～12月）

平成28年 第一四半期（１～３月）

     〃 第二四半期（４～６月）

     〃  第三四半期（７～９月）

    255,202 

    265,618 

    265,618 

    245,377 

    245,809 

    250,759 

   70.6％ 

   70.3％ 

   70.9％ 

   69.6％ 

  68.6％ 

   67.3% 

   8.0％ 

   8.6％ 

   8.4％ 

   8.8％ 

  10.4％ 

  10.9％ 

  21.4％ 

  21.1％ 

  20.7％ 

  21.6％ 

  21.0％ 

  21.8％ 

  北海道家畜人工授精師協会資料より作成 
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２．経産再肥育牛のバリューチェーンの概要（＝生産・加工・流通販売体系） 

 

                 加工    消費地  

           搾乳    肥育   と畜   処理            卸        小売 
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                      図４ ホクレン経産再肥育牛肉の流通機構 

     ホクレン酪農畜産事業本部畜産販売部ビーフ課資料と聞き取りによる。 

  

（１）JAS 町管内の酪農と再肥育用経産牛の選畜 

  本事業の肉資源となる経産牛は十勝 JAS 町管内で出荷された乳廃牛である。同管内には

2015 年末現在 97戸の酪農家の下で 19,400 頭の乳用牛が飼養され、うち経産牛は 11,500 頭で

ある。黒毛和種精液授精数（同年北海道平均比率 21.1％）と性判別精液授精数（同年北海道

平均比率 8.3％）２）を差し引き、子牛の雄、雌の比率が１：１とすると、約 4000 頭の初生牛

が生産され、また管内の経産牛平均出産回数を３回３）とすると約 3800 頭余の乳廃牛が出荷さ

れることになる。 

このように出荷された経産牛のうち、同農協畜産課が毎月 3～７頭を選んで指定牧場で試験

的に肉牛として再肥育を行っている。その選畜基準は第一に肥育を行い増体に耐えうる足腰

の強い経産牛であることである。第二は経産牛出産回数は３回までとしている。当初は１回

までであったが、同農協管内の出産回数は 2.3 回から 3.3 回であり、平均では３回であること 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0

50

100

150

200

250

　
（

価
　

格
）

2012 2013 2014 2015 2016

（年　　次）

図５　乳牛めす（乳廃牛）価格の推移

ホクレン資料、生体１頭分の年平均価格である
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から平均出産回数を選畜の限度としている。第三にできるだけ健康で月齢の低い経産牛を選

畜するようにしている。月齢を重ねると増体率が低下するため、出産回数よりも月齢の低さ

を優先している。また取引価格は市場価格を規範にしており、図５は乳牛雌の 2012 年以降

2016 年までの一頭当たり市場価格の推移を示したものである。すなわちこの間価格は８万円

から 17万円へと 2.1 倍以上に高騰している。このような値上がりによって、これまでのおも

にミンチや挽肉の加工原料肉としての乳廃牛の用途は輸入牛肉等の他の安価な食肉に取って

代わられ、新たな付加価値化、新たな需要創出が求められているのである。 

  

（２）乳牛去勢肥育農家による経産牛の再肥育 

同農協管内には地域酪農を基盤とした３法人の肉牛生産者が存立している。これらの３法

人は、乳用牛への受精卵移植による黒毛和種肉牛生産、黒毛和種精液の人工授精による交雑

種肉牛生産、そして初生牛を育成・肥育する乳牛去勢生産を管内で繁殖から育成肥育まで行

う地域内一貫生産で行っている。 

 2015 年末現在、３法人の一つである有限会社 A 農場は約 2000 頭の乳牛去勢を、株式会社 B

社は交雑種 3900 頭、黒毛和種 520 頭を、そして経産再肥育を行っている農業組合法人 C 農場

は乳牛去勢を 3500 頭、黒毛和種を 250 頭それぞれ飼養している。現在、経産牛の再肥育を行

っている C 農場の飼養マニュアルでは、乳牛去勢は初生牛で導入し、育成・肥育後 18.5～19

カ月齢で出荷し、黒毛和種は生後 1～2週間の子牛を導入し、28～30カ月齢で出荷している。

哺育舎、育成舎、肥育舎併せて 23棟あるが、空いている肥育舎と労働力を利用して経産牛再

肥育が行われている。 

                                                                      

                                                                      

                                                                        

                                                                     

               

 

 

 

 

 

 

 

                 経産再肥育牛（ 肥育後２カ月目）  

 

肥育期間は原則３カ月であり、できるだけ高カロリーの配合飼料を多量に給与する。同農

場の飼養マニュアルでは、乳牛去勢の肥育後期３カ月の配合飼料を給与している。しかし、

導入時には、搾乳直後でまだ乳の出ている経産牛が多数あり、そのような牛に増体系の高カ

ロリーの配合飼料を給与するとかなりの牛は下痢を発症し、乳房炎とも相まって痩せてしま

う。そのような経産牛は導入から１カ月間程度、下痢が止まるまで粗飼料給与を中心とした
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慣らし肥育を行う。牛の特徴を考慮して適合する飼料を給与する必要があり、後に見るよう

に牛によって肥育期間にはかなりのバラツキがある。                                         

  表２は、同農場の 2015 年５月から７月までの３カ月間に出荷した 21 頭の経産際肥育牛の

肥育実績を示したものである。これらの牛の導入月齢については、若い牛では 23.9カ月から

高齢では 80.6カ月と 56.7カ月、つまり４年半以上の差があり、平均導入月齢は 51.6カ月であ

る。したがって出荷月齢も 28.4 カ月から 83.6 カ月と 55.2 カ月開いており、平均出荷月齢は

54.9 カ月である。肥育期間は最短で、馴らし肥育の期間が長くて肥育期間が短くなった 0.8

カ月から、最長で 4.5カ月と牛の特性によって異なっており、平均すれば 3.2カ月になる。 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         表２ 経産肥育牛の肥育成績 

 

    調査機関：2016年５～７月の３カ月間 

    調査頭数：７頭/月×３カ月＝21頭 

    導入月齢；23.9～80.3カ月（平均51.6カ月） 

    出荷月齢：28.4～83.6カ月（平均54.9カ月） 

    肥育期間：0.8カ月～4.5カ月（3.2カ月） 

    枝肉重量：365～593kg（平均435.1kg） 

    格付成績：図７ 

    牛格付・胸面積：33～56平方㎝２（平均41.3㎝２） 

    牛格付・ばら厚：3.1～7.2cm(平均4.4cm) 

    牛格付  BMS：２～４（平均2.0） 

    牛格付・BCS：３～６（平均4.5） 

 

         ホクレン資料より作成 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 と畜後の枝肉重量は 365～593kg で平均すれば 435.1kg である。ちなみに同農場の乳牛去勢

の枝肉平均重量は 443.5kg であるから経産再肥育牛の平均枝肉重量は－8kg、約２％軽いこと
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図７　経産再肥育牛の格付等級比率

注）出荷格付け頭数は21頭である。（ホクレン資料）
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になる。またバラの厚さについては、3.1～7.2cm で平均すれば 4.4cm である。乳牛去勢の平

均は 5.5cm であるから、－1.1cm、５%薄いことになる。経産再肥育牛の BMS も２～４で平

均すれば 2.0 であり、乳牛去勢の平均 2.1 と 0.1 の僅差である。BCS は３～６で平均 4.5 であ

り、乳牛去勢の平均 4.0 と 0.5 の差があり、肉色に関しては経産再肥育牛の方が多少濃いこと

がわかる（表２参照） 

 図７は経産再肥育牛 21 頭の格付等級の比率を示したものである。B2 が 14 頭と 67％、C2

が６頭と 28％、C1 が１頭と５％であった。つまり、肉質等級２は 20 頭と 95％を占めてい る。

ちなみに、2016 年日本食肉格付協議会の乳牛去勢格付成績によると格付頭数 189,922 頭のう

ち、B2 が 60.6％、C2 が 35.1％を占め、肉質等級２の比率は 95.1％であるから、経産再肥育

牛の肉質等級２の比率は乳牛去勢の全国の比率と同率であることがわかる。 

 以上のように、同農場の 2016 年５～７月に出荷した 21 頭の経産再肥育牛の成績をみると

導入月齢、出荷月齢、肥育期間にバラツキはあるが、肉色が多少濃く格差がある以外は、枝

肉重量、格付胸面積、ばら厚、BMS の格差は僅差であり、肉質等級は変わらないことが判明

した。 

 

（３）全農ミートフーズ中部支店の消費地卸売機能と取引先小売店への牛肉卸 

 全農ミートフーズ中部支店は愛知、三重、静岡、石川、福井、長野、富山の７県のエリア

に立地する量販店、食肉小売店、レストラン、業務用卸売業者等を対象にして食肉の加工・

卸売を行っている。同支店はスーパー約 30社、業務用卸売を含めた食肉小売店 70～80 店を

取引先としており、牛肉については鹿児島黒牛、宮崎牛、宮崎和牛等の黒毛和種が約 100 ト

ン、4500 頭、しほろ牛若丸、しかおい牛、美夢牛等の乳牛去勢を 80 トン、3600 頭、交雑種、

輸入牛肉併せて 20 トン、約 900 頭を扱っている。経産再肥育牛の仕入れ量は月３頭程度であ

り、その卸先は 13店舗と３店舗をそれぞれ有するスーパー２社と業務用卸兼小売店１店の計

３店である。これらの小売店へは乳牛去勢の市場価格の約７割で、月１～２回、セットによ

るスポットで卸し、小売店頭では、「国産牛」と表示して売り切っている。小売店側では経

産再肥育牛は通常の乳牛去勢やブランド乳牛去勢と比較して利益率の高い商材として人気が

ある。 

 

３．商品性創出事業の取組 

（１）インバウンド向けニーズ調査 

 ここまでテーブルミートとしてのホルスタイン経産肥育牛の流通・販売は確立していな

いため、ホクレンは流通・販売先確立を目指して、観光分野におけるインパウンドの伸長

著しい北海道で、外国人観光客を取り込むための経産肥育牛のニーズ動向アンケートを行

った。インバウンド客の多い富良野市とニセコ町の取引先レストランで、彼らが経産再肥

育牛と乳牛去勢を試食比較して英文の２者択一の質問票に回答する方法である。 

 

①富良野市におけるアンケートと結果 

 富良野市では同市日ノ出町 11-15 に立地する「お好み焼き、てっぱん焼きまさ屋」で 2016
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年 12 月 20 日から翌 17 年２月 28 日までの 71 日間に亘って１日最高 20名を限度にアンケ

ートを行った。本報告は２月 21 日時点での途中結果であり、同店で試食に提供した部位は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    富良野市のアンケートを行ったレストラン 

                       「お好み焼き、てっぱん焼きまさ屋」 

 

経産再肥育牛も乳牛去勢もモモである。また同店は富良野市においてインバウンド客を受

け入れた先駆けのレストランであり、現在、外人客の来店数は富良野市で最多であり、メ

インメニューの「富良野市オムカレー」は年間１万 5000 食を販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  先に述べたような方法で行われたアンケートの結果をみると、西欧、オーストラリア、

ニュージーランドの人々116 名の回答者のうち、経産再肥育牛と乳牛去勢を食べ比べた結

果、「経産再肥育の方がおいしい」と選んだ人は 95 人と 82％、乳牛去勢を選んだ人は９人

と８％、「両方おいしくて優劣つけがたい」は 12 人と 11％をそれぞれ占める（図８）。 

 他方、中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンのアジアの人々105

名の回答者のうち、経産再肥育牛を選んだ人は 17 人と 17％、乳牛去勢を選んだ人は 68 人

と 68％、両方とした人は 18 人と 18％をそれぞれ占める（図９）。 
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図８　西欧、ｵｾｱﾆｱ諸国の顧客の牛肉の好み(富良野市）

EU,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ人有効回答116人

82％

95人

9人８％

12％　12人

％
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図９　アジア諸国の人々の牛肉の好み（富良野市）

中国、韓国、台湾、ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ人有効回答115人

17％　17人
65％、68人

18％ 18人

％
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②ニセコ町ホテルレストランにおける調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      アンケートを行ったニセコ町のホテル 

                           「ホテル甘露の森」 

ニセコ町では同町ニセコ 415 に立地する「ホテル甘露の森」のレストランで 2016 年１月

10 日から２月 28 日までの 50 日間に亘ってアンケートを行った。本報告は富良野市「お好

み焼き、てっぱん焼きまさ屋」と同様２月 21 日時点での途中結果である。同ホテルレスト

ランで試食に提供した部位は経産再肥育牛も乳牛去勢もロースである。因みに同ホテルは

ニセコ昆布温泉最大の高級温泉リゾート施設であり、富裕層インバウンド客が多く、夕食

のレベルもかなり高級である。インバウンド客の平均連泊数は４泊であり、他方、スキー

帰りの日帰り温泉施設としても人気が高いホテルである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  西欧、オーストラリア、ニュ－ジーランドの人々31 人の回答者のうち、経産再肥育牛を

選んだ人は 14 人と 45％、乳牛去勢を選んだ人は 17 人と 55％をそれぞれ占める（図 10）。

他方、中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンの人々の回答者 156

人のうち、経産再肥育牛を選んだ人は 68 人と 44％、乳牛去勢を選んだ人は 87 人と 56％、

両方を選んだ人が２人と１％をそれぞれ占める。 

  以上のように、インバウンドを対象としたアンケートでは、中級部位のモモの試食によ

る富良野市の「お好み焼き、てっぱん焼きままさ屋」調査によって、経産再肥育牛は食肉

の食習慣の歴史の古い西欧人、オセアニア人に選ばれていることがわかる、他方、乳牛去
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図10 西欧、ｵｾｱﾆｱの旅行者の牛肉の好み（ニセコ町）

EU,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ人の回答者31人
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図11 ｱｼﾞｱ人旅行者の牛肉の好み（ニセコ町）

中国、韓国、台湾、タイ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ人回答者156人

44％、68人

56％、87％

１％、2人

％
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勢は中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンのアジアの顧客に選ば

れている。これは２種類の牛肉の破断強度の差によるもの、つまり、西欧人は比較的固目

の牛肉を好み、アジア人は柔らか目を選ぶためだと考えられる。破断強度や機能性等の考

察・検討はこれからの課題となろう。他方、ニセコ町で行われた高級部位ロース試食によ

る調査では、西欧、オセアニアの人々もアジアの人々も経産再肥育牛の選択比率はそれぞ

れ 45％、44％と拮抗しており、モモの試食で顕れたような国による偏差はみられない。 

 

③日本人へのアンケート 

 先に見たインパウンドを対象としたアンケートともに日本人顧客に対しても同内容の調

査を行った。富良野市の「お好み焼き、てっぱん焼きまさ屋」におけるモモの試食による

調査では、有効回答数９人のうち、経産再肥育牛を選択した人は６人、67％を占める(図 12）。

ニセコ町「ホテル甘露の森」におけるロースの試食による調査では、有効回答数 59 人のう

ち、経産再肥育牛を選択した人は 36 人、61％をを占める（図 13)。 

 このように日本人を対象としたアンケートでは中級部位モモでは 67％、上級部位ロース

についても 61％の人が経産再肥育牛の方を美味しいと選択しているのである。 

 

       

４．訴求ポイントの科学的検証－経産再肥育牛の肉質比較 

 ホクレン農業総合研究所食品検査分析センターおいて、経産再肥育牛の肉質評価を行う

ために、表３に示すように、肉の色調、水分、保水性、破断強度、筋肉内脂肪含量の各項

目について、2016 年 11 月～2017 年 1 月に出荷された経産再肥育牛の 5 頭の平均値を 2016

年 8 月～10 月に出荷された乳牛去勢 18カ月齢の十勝一般牛６頭と同時期に出荷された乳牛

去勢 15カ月齢の十勝若齢牛６頭のそれぞれとの平均を比較した。 
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図12　日本人の中級部位モモの好み

富良野市「お好み焼き、てっぱん焼きまさ屋」有効回答数９人

67％、６人

33％、３人
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図13　日本人の高級部位ロースの好み

ﾎﾃﾙ甘露の森ｱﾝｹｰﾄ有効回答数59人

61％、36人

39％、23人

％
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           表３ 経産再肥育牛と十勝若齢牛、十勝一般牛の理化学分析結果 

 

    色 調 水分             破断強度(kg)       筋肉内 

（％） 保水性   平均  標準偏差    脂肪含有 

 

明るさ 赤み  黄色み 

 経産再肥育牛 

 十勝若齢牛 

 十勝一般牛 

35.2    15.9   14.8 

35.8    14.6   14.4  

36.6    15.5   14.9 

70.8     83.9     4.1   ± 0.7        8.1 

71.4     80.8     3.9   ±  0.9        4.4 

69.0     79.8     4.3  ±  0.8        7.8 

ホクレン資料から作成 

 その結果、経産再肥育牛は保水性において他の牛肉よりやや高い傾向があったのみで、

色調、水分、破断強度（柔らかさ、堅さ）筋肉内脂肪含量の面で、比較した他の牛肉との

有意な差は認められない（表３）。また、脂肪酸組成についても、バルチミン酸の比率が

有意に高く、構成比の低いエライジン酸やリノール酸が有意に低いことが検証されている

が、低い融点を有し、発ガンを防ぎ、動脈硬化、高血圧、脳梗塞を防止する効能を発揮し、

生体を構成する脂質として重要なオレイン酸の含有比率は乳牛去勢と同等の高さで含有し

ていることが判明している。 

おわりに 

乳牛去勢の需給逼迫を契機に始まった経産牛再肥育は、現在出荷頭数も月間７頭程度と

少なく、生産・流通・販売体制の確立は途上にある。インバウンド向けニーズ調査で、経

産再肥育牛は西欧、豪州、ニューランドの顧客に好まれ、また日本人客調査でも乳牛去勢

よりも経産再肥育牛の方が好まれることが判明した。また肉質評価においても水分、破断

強度（固さ）、筋肉内脂肪含量も決して乳牛去勢と比較して遜色がなく、脂肪酸組成にお

いてもバルチミン酸の比率が乳牛去勢より高く、特に生体を構成する脂質として重要なオ

レイン酸も同等の含有比率を有していることが検証された。今後、乳牛去勢の減少を補う

大衆牛肉として経産再肥育牛の生産、流通、販売体制を確立するには、生産段階における

経産牛導入から肥育・出荷までの個体差による大きなバラツキを是正して生産の効率化を

すすめるとともに、低需要部位の新たな需要創出を目指したドライエージング等の加工に

よる付加価値の創設が課題となろう。 

[注] 

１）農水省「食肉流通統計」 

２）北海道人工授精師協会資料によると、北海道の黒毛和種精液による人工授精比率をみ

ると 2015 年第１四半期は 21.4％、第２四半期は 21.1％、第３四半期は 20.7％、第４

四半期は 21.6％であり、平均 21.2％である。また性判別液による人工授精については

2015 年第２四半期からの統計があり、同四半期は 8.0％、第３四半期が 8.6％、第４四

半期が 8.4％であり、同年平均は 8.3％である。 

３）JA鹿追町営農部畜産課資料による。 
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全国食肉事業協同組合連合会の取組みと成果 

 

神代 英昭（宇都宮大学農学部） 

 

〔要約〕 

全肉連は実証事業として、各県肉連を通じたローカル商品の発掘と、低需要部位を利用

した商品開発を支援しようとしている。全肉連、県肉連のバックアップを受け、秋田県肉

連では、ポーランドの製法技術と国産豚を組み合わせたオリジナル商品「ポルミートソー

セージ」の試作・販売を実施した。神奈川県肉連では、低需要部位のウデや整形後の切り

落とし肉を使用し、豚肉・豚脂を荒く練り、ケーシングに詰めた「ポークソテーソーセー

ジ」の試作・販売を実施した。 

これらの 2 つの取組みにおいては、原料として国産肉の低需要部位を使用しているとと

もに、地方の中小規模の事業者の創意工夫によって、個性を持った商品が開発されていた。

全肉連・県肉連のバックアップの下、事業への参加と新規の需要の掘り起こしにつなげて

いる本事例の示唆は非常に大きい。 

  

1．全国食肉事業協同組合連合会の取組み内容と背景 

全肉連は、45 道府県食肉事業協同組合・連合会（県肉連）によって成立する全国段階の

事業協同組合組織であり、参加単協は約 200、小売店舗数は約 5,000 店舗というネットワ

ークを構築している。大半の加盟員は食肉消費地の食肉販売業者や食肉専門小売専門店で

あり、いわゆる「町のお肉屋さん」が多く、小規模な業者が多い。 

国産食肉等新需要創出緊急対策事業（以下では、本事業と略）では商品性創出事業と実

証事業の 2 つを実施している。その目的は、食肉小売専門店の店頭から最終消費者への情

報発信と、低需要部位を利用した商品開発の２つに設定されている。 

（１）商品性創出事業 

全肉連が中心となって協議会を 1 回開催した。そのメンバーは、生産者 4 名、流通関係

者４名、消費者 1 名、学識経験者 6 名の計 15 名である（表１）。 

協議会の検討内容は食肉の成分とおいしさについて、メタボローム解析について、訴求

ポイントの科学的検証とその結果についてである。 

平成 28 年度は国産食肉の新たな商品価値を明確化するために、国産食肉の栄養・機能

性、うまみ成分などの新たな訴求ポイントを科学的に検証することを目標とした。従来か

ら実施してきた栄養成分分析、健康、機能性成分に係る新知見の収集（文献検索）に加え、

以下の 3 つの新たな科学的検証も行っている。なお訴求ポイントの科学的検証の検討会議

は 3 回開催している。 

① 自家製ソーセージ（原料肉が規格化）を前提に、計算値による栄養成分（基本成
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分＋コラーゲン）の検証 

② 牛肉の特徴を活かした「官能評価指標」と「メタボローム解析」を組み合わせた

視覚的な「おいしさイメージマップ」の作成等 

③ 食肉の摂取を介した低タンパク質栄養からの身体機能の検証（マウス実験）を行

い、食肉の新たな訴求ポイントの探索 

主に利用機会が多い高齢者や子育て世代をターゲットとして、健康面での懸念や誤った

認識を払拭し、健康・長寿をキーワードとした国産食肉の需要を創出し、ひいては国産食

肉の需要を拡大することが目標とされている。 

またこれらの検証を通じて得られた食肉の栄養成分データとその機能、新知見などを活

かして、ヘルシーレシピ集や小冊子、ポスターを作成し、食肉専門店の店頭からの情報発

信を強化している。 

 

表１ 協議会の構成団体 

生産者 佐々木畜産 株式会社 

  鳥山畜産食品 株式会社 

  四国カウボーイ 株式会社 

有限会社 白石畜産農場 

流通 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 

  全国食肉業務用卸協同組合連合会 

  一般社団法人 日本食肉協会 

  有限会社 日本食肉加工同業会社 

消費者 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 

学識経験者 女子栄養大学短期大学部 

  北海道大学 

  神戸大学       （2名） 

  日本応用老年学会 

  一般社団法人 食肉科学技術研究所 

資料）全肉連の資料より引用。 

 

（２）実証事業 

全肉連に加盟する食肉販売業者や食肉専門小売専門店は、基本的にセット仕入れで原料

を調達し、消費者への販売はパーツ販売で行うことが多い。各事業者はそれぞれが需給調

整機能を担っているといえるが、その分、各店舗段階で部位別需給バランスのミスマッチ

が発生しやすく、低需要部位も発生し、経営の不安定化につながりやすい。 

そこで全肉連は実証事業として各県肉連と連携しながら、低需要部位を活用し手ごろな

価格で消費者に提供できる新商品開発の支援やローカル商品等の掘り起しを通じて、国産
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食肉の販路拡大と新需要を創出しようとしている。平成 28 年度は、5 つの県肉連による 5

商品を対象としている（表 2）。 

  

表２ 平成 28 年度の実証事業（低需要部位を使った加工品試作）の対象商品 

商品名 開発県 使用部位 

ポルミートソーセージ 秋田県 国産豚のバラ、ネック等 

ポークソテーソーセージ 神奈川県 国産豚のモモ 

牛とひじきのしぐれ煮 三重県 国産牛モモ肉 

お肉屋さんの京都牛カレー 京都府 国産牛のバラ、ネック、スネ、カタ、モモ 

オリーブ牛ジャーキー 香川県 国産牛のモモ 

資料）全肉連の資料より引用。 

 

本報告書では、秋田県のポルミートソーセージ、神奈川県のポークソテーソーセージの

取り組みを紹介する。 

 

2．秋田県のポルミートソーセージの取組み 

（１）取組みの内容とその背景 

秋田県ではポーランドの製法技術と国産豚を組み合わせたオリジナル商品「ポルミート

ソーセージ」に取り組んでいる。中心を占めているのはポルミート（秋田県肉連の賛助会

員）と肉のわかば（秋田県肉連の会員）である。 

ポルミートの代表取締役であるマイケル・タベルスキ氏は、東欧ポーランドの出身であ

る。2003 年にポーランドから来日し、秋田県に移住するようになった。はじめは肉とかか

わりの少ない他業種の会社勤めであったが、日本で暮らすうちに秋田とヨーロッパを結ぶ

役割を果たしたいと考えるようになった。 

ポーランドは伝統的に食肉加工が盛んで技術も高いが、日本での知名度はいま一つの状

態である。また日本に来て日本のソーセージの価格が高いと感じていたこともあり、グレ

ードの高いソーセージを手ごろな価格で提供することを 2009 年ごろから考え始めた。

2011 年に起業し、2013 年夏からはポーランド産サラミの輸入販売事業を本格化させた（写

真 1）。 

さらに自前の加工施設で作ったソーセージを売り出すことにも着手した。生前精肉業に

携わっていた大叔父の弟子であったポーランドの食品技術博士バイジャック・ユレック氏

に 2013 年に弟子入りし、母国の精肉技術と製法を一から学んだ。その後、大仙市の自宅

車庫で日本人の口に合う味を目指して試作を続け、1 年半かけてようやく満足のいく味に

たどり着いた。 
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写真１ マイケル・タベルスキ氏とポルミート 

            資料：ポルミートのホームページより引用 

 

そして 2015 年に精肉店「肉のわかば」横手店の一角を借りて、国の補助金を活用して

ドイツ製の機械を導入しながら加工場を開設し、量産に取組むようになった 1）。現時点で

は、製造部門の従業員 3 名、1 カ月当たり製品製造量は 2～5ｔというマイクロ工場的な規

模である。原料豚肉は地元である秋田県産を使用し、そこに本場ポーランドの製法技術を

組み合わせ、秋田発「ソーセージ革命」を目指している。 

 

（２）流通システムとバリューチェーン 

ポルミートの原料調達に注目すると、まず秋田県内肉豚生産者から秋田県食肉流通公社

に出荷され、と畜・解体された枝肉を、肉のわかばが仕入れている（図 1）。食肉卸小売業

者である肉のわかばは仕入れた枝肉を部分肉加工し部分肉や精肉を販売していくが、その

加工の際に発生したモモ肉、切り落とし肉などの低需要部位を原料として、ソーセージな

どの製品をポルミートが製造している。肉のわかば横手店とポルミートの加工場は隣接し

ているため、原料調達もすぐに行える。 

ポルミートの製品の販売先に注目すると、業務用割合が高く約 90％を占めている。具体

的には、肉のわかば、地元スーパーのプライベート（ＰＢ）商品、焼肉屋やレストランな

どのチェーン店などであり、販売エリアは秋田県内が中心の段階にある。業務用の販売価

格帯は 1kg当たり 1,280～1,980円である。 

また一部を自社でギフトセットを中心に通信販売も行っている。お中元やお歳暮需要が

多い。セットの中身は 4種類の製品の詰め合わせであり、内容量は合計 600～1100ｇ、価

格帯は 3,000～5,000円である。マイケル・タベルスキ氏がテレビなどのメディアに出演

する機会が増えるにつれ、人柄や思いが伝わるようになり、注文も増加している。現在の

注文数は 2000 セットを超え、リピーターも多い。 
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（３）商品開発 

製品加工に当たっては、増量剤やデンプンの使用を極力控えるようにしている。さらに

地盤はあくまでも地元に据えながらも適度な量産体制を構築することで、より良い商品を

通常の価格（値ごろ感のある価格）で販売することを目指している。大手メーカーのナシ

ョナルブランド（ＮＢ）商品との品質的な差別化を図るとともに、卸売手数料、人件費、

流通経費、冷蔵庫などの諸経費をカットすることで、より良い商品作りと効率性の二つを

両立させることが意識されている。 

製品アイテムは全部で 20種類である。代表的な製品とその小売価格を例示すると（価

格はすべて 100ｇ当たり）、朝食ウインナーが 138円、粗びきプレミアムウインナーが 198

円、ボイル白ソーセージが 198円である。その中でも本事業を活用して開発されたのは白

ソーセージとチーズ入フランクであり、試食・販売を１月～２月に実施している。その成

果は 6 店舗で 27kg を販売した。 

 

（４）今後の展望 

地域内の他業種との連携にも積極的である。地元の各種イベントには積極的に出店した

り、商品提供を行ったりしている。また地元の地ビールメーカーと連携し、東京のレスト

ラン向けに 4種類のソーセージをセットしたディッシュの提案なども行っている。 

新工場を建設し、2017 年 4月からオープン予定である。新工場では施設・機械を導入

し製造能力を拡大する予定である（1 カ月当たり 2～5ｔ→25～30ｔ）。それにともない、
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製品の販路も従来の業務用・ギフト用に加えて、小売向けを拡大する予定である。しかし

その際も秋田県や東北地方の地元重視で進める予定である。また事業規模の拡大に伴い、

秋田県産の豚肉の供給量を上回ることも予想されるため、今後は生産者や秋田県食肉流通

センターとの連携の強化も検討している。 

 

3．神奈川県のポークソテーソーセージの取組み 

（１）取組みの内容とその背景 

食肉の価格は近年継続的高値であり、消費量の減少も影響し、食肉専門店の経営悪化が

深刻になっている。食肉専門小売店の中には、経営存続のための対策として精肉販売以外

の食肉加工品や惣菜等の品ぞろえを強化する店舗が増えている。 

神奈川県肉連では本事業の実施以前（1990 年代）から「骨付きフランクソーセージ」を

商品化し、委託製造・販売を実施している。豚肉の端材（バラ肉、骨）を活用し整形した

もので、特にイベント等での人気が高い。当初は豚肉輸入先の台湾の現地工場で発生する

端材と安い人件賃を活用した取組みであったが、その後口蹄疫の発生の影響により、産地

が台湾、韓国、中国と変わり、2003 年以降は現在の製造元である薩摩ハム 2）に生産を委

託している。この骨付きソーセージは、見た目のインパクトが強いとともに、提供側から

見ても冷凍品を熱湯で解凍し焼いて提供できるというように利便性が高い商品である。 

この骨付きフランクソーセージに続く商品開発を目的に、神奈川県では本事業を活用し

て、「ポークソテーソーセージ」の試作・販売を開始している。2016 年 10月にイベント 2

カ所および組合員内の希望店舗 21 店舗に商品 1 ケースを無償提供するとともに、試食・

アンケート調査を実施した。その後は、組合員内の希望店舗が試験販売を行っている段階

にある。 

 

（２）流通システムとバリューチェーン 

県肉連は薩摩ハムに製品製造を委託している（図 2）。薩摩ハムでは、原料の購入、製品

加工、加工処理、県肉連までの輸送手配、技術研究などを担当している。原料肉は鹿児島

県産豚肉であるが、特に薩摩ハムで発生する整形後の切り落とし肉や低需要部位のウデを

使用し、豚肉・豚脂を荒く練り、ケーシングに詰めて商品化している。 

県肉連では、製品の発注、製品の購入、一定量の在庫管理、組合員店舗への配送、イベ

ントでの販売などを担当している。薩摩ハムからチャーター便で神奈川県肉連に納入され

た製品を、県肉連が保有する冷凍庫で一時保管している。その後注文に応じて、県肉連か

ら組合員の小売店へはチャーター便または宅配便にて配送している。 
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写真２ ポークソテーソーセージの    写真３ ポークソテーソーセージの 

流通形態                  小売店頭での販売形態 

 

製品は 1本 2ｋｇの原木を真空包装し（写真 2）、段ボール 1ケース当たり 5本（10ｋｇ）

で流通している。冷凍状態で保存・流通するため、賞味期限は 180日である。県肉連の仕
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図２ 神奈川県・ポークソテーソーセージの流通システム

資料 ヒアリング調査より筆者作成
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入れ価格は 1 ケース 6,000円であり、県肉連から組合員店舗への提供価格は 7,000～8,000

円の予定である。 

組合員店舗では、仕入れた商品をおおむね自店舗の店頭で販売することが多いようであ

る。一本ものをカット加工や調理を施し、消費者に提供している。提供する量目や形態は

各店舗によってさまざまだが、小売価格はおおむね 50ｇ当たり 100円という店舗が多いよ

うである（写真 3）。 

 

（３）商品開発  

 このような粗びきソーセージ商品は類似品が少ないために、希少価値が高い。また先行

する骨付きフランクソーセージと同じ会社で製造されており非常に美味しいという評価も

得ている。また一本ものなので各店舗の裁量で量目を調整でき、焼く、ゆでる、揚げるな

どの調理用途が多い。さらには価格が安いので利益が取れる可能性も高い商品である。 

10月に実施したアンケート調査の結果では、①味が良く美味しい、②焼き、揚げどちら

もおいしいが、特に焼きが美味しい、③粗荒挽きの食感が良い、④お弁当に最適なので、

小さく切って販売してもらいたい、④「店舗で販売したら購入する」との回答が 63％であ

った。 

また組合員店舗への無償提供の後の、追加注文が 20店舗から来ており、中には定期的に

注文を続ける店舗もある。また竹串を刺して売ったら販売が伸びたなど販売方法の工夫に

関する情報や、弁当・惣菜店に売り込みを進めているなど販路拡大を試みている報告も寄

せられている。 

 

4．総括 

（１）秋田県・神奈川県の取組みの意義 

現在、国内で流通している市販のソーセージの大半が大手メーカー品であり、原料肉は

輸入肉である。日本食肉消費総合センター（2017）によると、輸入豚肉増加の要因として、

「近年の国内豚肉相場の高値安定」、「（輸入豚肉には）安定した価格と規格が揃っている点」

が指摘されている 3）。この様な状況において国産豚肉の利用拡大を図るには、低需要部位

を原料とした新商品開発により利用拡大を図ることが必要不可欠となる。 

こうした状況に対し、本事業での 2 つの取組みにおいては、原料としては国産肉を使用

しているとともに、創意工夫によって個性を持った商品が開発されていた。 

これらの取組みはまだまだ始まったばかりの段階であり、極めて小さな規模にすぎない

が、逆に小さいからこそこのような商品開発が可能になった点も見逃せない。もし大手メ

ーカーがこのような可能性に気付いたとしても、現在保有する製造・販売規模との違いが

大きすぎて、手間とロットの関係からすぐには手を出さないものであろう。そうした点か

ら言えば、消費者の需要を新たに満たすためにも、事業者の経営環境の改善のためにも、

中小規模のチェーン構築を支援・促進する意義は高いと言える。 
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（２）全肉連の商品性創出事業の意義と可能性 

 全肉連の取組みにおいては、全肉連と県肉連の役割分担がうまくなされている。全国組

織である全肉連は、協議会の開催、科学的検証、国内外の販路開拓を担当している。地域

組織である県肉連では、調理法開発、品質・規格調査、加工品施策などを担当する。この

様な役割分担によって事務手続きが簡素化し、末端が動きやすい体制が構築されている。

組合員の小売店頭における取組みはどうしても小規模にならざるを得ない側面があるが、

全肉連・県肉連のバックアップによって、事業への参加と新規の需要の掘り起こしが可能

となっている。このような取組みの積み重ねによって、商品開発やサプライチェーン構築

の幅が広がり、全体としてみれば食肉消費の多様性も増大すると考えられる。以上を総合

すれば、全肉連の取組みの示唆は非常に大きいと考えられえる。 

 

 

 

〔注〕 

１）肉のわかば・長沼商店は、県内に 3 店舗（大曲店、横手店、角館店）を展開する食肉

卸小売業者である。マイケル・タベルスキ氏が輸入サラミの販売を始めたときの熱心な

売り込みを受け、それ以降事業の後押しをしている。「取り扱ったことのない輸入品が

売れるか悩んだが、秋田を拠点に事業をしたいとの思いに打たれた」と語っている（秋

田さきがけ新聞 2013 年 10月 13日）。 

２）薩摩ハム株式会社は鹿児島県鹿児島市に所在し、事業内容は食肉製品製造・卸・小売

りを行う企業である。神奈川県肉連が技術顧問に骨付きフランクソーセージの商品開発

を依頼していた 2003 年ごろから薩摩ハムとの関係が構築されており、現在も維持され

ている。 

３）公益財団法人日本食肉消費総合センター「国産豚肉取扱企業調査結果」『国産食肉の低

需要部位発生状況と販売対応に関する調査報告書（平成 28 年度国産食肉等新需要創出

緊急対策事業）』、pp.16～21、2017 年。 
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牛レバー（低需要部位）を活用した商品開発と 

バリューチェーン構築 

 

岸上 光克（和歌山大学食農総合研究所） 

 

〔要約〕 

本事例は、生食を禁止された牛レバーを中心とした国産牛の低需要部位を利用し、消費

者に調理法を提案するとともに、新商品を開発することで、消費を拡大し、新たな需要創

出を図った取組みである。本事業を実施するに当たり、協議会を結成し、開発商品の試食

会を大阪食品流通センター敷地内にて年 6 回開催（近隣 3 市に新聞チラシ約 9 万枚を配布）

している。毎回約 40 種類の試作品を提案するとともに、各試作品の名称・材料・作り方・

栄養素などを記載した「レシピ」と、試作品の購入促進を目的とした「出品会社一覧」を

配布している。また、来場者に対してアンケート調査（毎回約 1,400 人が回答）を実施し、

その結果を踏まえて「ミンチカツ」や「油かす（盲腸）入り千切り大根」などの商品化を

実現させている。 

 このように、協議会メンバーが一体となって、牛レバーの加工品開発と消費拡大、さら

には、消費者ニーズを踏まえた新商品の開発を行い、需要創出に努めている。 

 

１．平成 28年度事業の取組み内容 

（１）商品性創出事業における取組み 

①需要拡大に向けた協議会の結成 

 大阪食肉流通協議会（以下、「協議会」）は牛レバー加工品の需要拡大に向けて生産者か

ら販売に至るまでの各関係者で組織されている。構成メンバー16 社は、株式会社村上商店

（生産・卸売・小売）、北田商店（卸売・小売）、株式会社加納フーズ（卸売・小売）、松原

同和食肉事業協同組合（食肉組合）、虎虎商店（卸売・小売）、和島商店（小売）、株式会社

萬野総本店（生産・卸売・小売）、阪南畜産株式会社（生産・卸売）、ハンダミート株式会

社（卸売・小売）、埴生フーズ株式会社（卸売）、エムエスエイ株式会社（卸売・小売）、丸

福畜産（卸売・小売）、辻西フーズ（卸売・小売）、大阪東亜食肉事業協同組合（食肉組合）、

北戸商店（卸売・小売）となっており、事務局を大阪府同和食肉事業協同組合連合会が担

っている。本年度協議会は 2 回開催され、事業目的・事業概要・事業予算等の説明や事業

進捗状況等について協議がなされた。 

 

②訴求ポイントの科学的検証の実施 

 牛レバーを使用した料理は、低カロリーかつ鉄分豊富である事を検証するため、試作品 

の栄養成分分析を実施した。栄養成分分析を行った 23 品目について、加熱調理法別に分類

し、それぞれの平均値を算出した（表 1参照）。その結果をみると、全体的にカロリーは少
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（100gあたり）

調理法 開発数
エネルギー
（kcal）

水分
（g）

タンパク質
（g）

脂質
（g）

炭水化物
（g）

灰分
（g）

鉄
（mg）

揚物
6品目

平均値
280.8 49.0 14.2 16.9 18.0 2.0 2.9

燻製 1品目 109.0 73.5 14.3 3.1 5.9 3.2 3.2

焼物
2品目

平均値
180.5 64.2 19.0 9.1 5.8 2.1 4.7

煮物
6品目

平均値
173.5 64.2 13.6 8.0 11.7 2.5 2.4

加工品
3品目

平均値
197.0 59.3 15.9 9.4 12.4 3.1 2.6

188.2 62.0 15.4 9.3 10.8 2.6 3.2

レバー以外
調理品

5品目

平均値
198.8 63.5 15.1 11.9 7.8 1.7 1.4

資料：大阪府同和食肉事業協同組合連合会提供資料

レバー加熱調理品

18品目平均値

なく、特に揚物以外はカロリーの少なさが際立つ結果となった。 

 

表 1 栄養成分分析結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 身体活動レベルが普通の男性 18 歳～49 歳の推定エネルギー必要量は 1 日当たり

2,650kcal で、最もカロリーの高い揚物でも必要量に到達するには１日当たり 943ｇ、焼物

は 1,468ｇの摂取が必要となることから、牛レバーは料理方法に関わらず低カロリーといえ

る。また、レバー以外の低需要部位（主にホルモン等）を使用した料理も同様のことがい

える。 

 さらに、鉄分はレバーを使用した全料理の平均で 3.2 mg （100g 当たり）となっており、

男性であれば 1 食当たり 80ｇ程度摂取すれば、食事摂取基準の推奨量に到達することから、

牛レバーを使用した料理は鉄分補給も適している。 

 

③消費者ニーズ把握のための試食会の開催 

 牛レバー等の低需要部位を使用した試作品における消費者ニーズ調査のため、試食会を

開催し、毎回約 1,400 人がアンケートに回答している。アンケート項目は、性別・年齢・

職業などの「基本属性」、調理方法の有無・味の評価（4段階）・試作品を自宅で作ってみた

いか・店頭で買ってみたいと思う料理があるかなど「毎回提供される約 40 種類の試作品の

評価」となっている。 

 筆者がヒアリング調査を実施した第 5 回試食会（2016 年 11月 27日開催、アンケート回

答者数 964 人）をみると、性別は男性 434 人（45.0％）、女性 420 人（43.6％）、来場回数

は 1 回目 317 人（32.9％）、居住地域はチラシ配布 3 市内から 670 人（69.5％）となってい

る。この基本属性に関する割合は毎回ほぼ同様の傾向がみられ、子ども連れ（家族による

来場）の来場も目立つ。 

これまでの傾向を確認すると、70％以上の来場者が牛レバー等の低需要部位の加熱調理
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（単位：回、枚、％）

この料理は以前から

知っていた 知らなかった

1 1,327 29.6 70.4 52.2 36.7 9.5 1.6 86.9

2 1,440 28.8 71.2 52.6 35.2 10.4 1.8 83.6

3 1,433 29.6 70.4 54.2 35.0 8.8 2.0 86.3

4 1,397 27.8 72.2 53.3 36.0 8.8 1.9 85.8

5 964 29.1 70.9 55.2 33.8 9.4 1.6 88.1

資料：大阪府同和食肉事業協同組合連合会提供資料

注）「自宅で作ってみたいか」は「とても思う」と「やや思う」の合計

自宅で

作って

みたい

とても

おいしい
回数 回収枚数

まあまあ

おいしい

あまり

おいしく

ない

まったく

おいしく

ない

法を知らず、85％以上の来場者が加熱調理品を「おいしい」または「まあまあおいしい」

と回答している（表 2 参照）。また、その他の意見や感想をみると、加熱調理品について、

調理の仕方でおいしく食べられることを初めて認識した意見が多く聞かれたとともに、自

宅でも作ってみたいなど、直接消費に繋がる感想も多く聞かれている。 

 

表 2 アンケート調査結果（第 1～5 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試食会の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実証事業における取組み 

①実需者（消費者）に対する調理法の提案（レシピ作成） 

消費者への調理法の普及のため、協議会において試作品のレシピが作成され、試食会で

配布された。レシピには、「名称」、「材料」、「作り方」、「盛り付け例」、「100g 当たりの栄養
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量」、「鶏肉の栄養成分との比較」が記載されており、多くの来場者が持ち帰っていた。 

これまでに作成したレシピは、前年度までに開発した 59 品目に加え、燻製レバーカルパ

ッチョソース添え・牛ほほ肉のミンチカツ・油カス（盲腸）入千切大根・レバーのカレー

竜田揚げ・ホルモンＭＩＸ酢味噌和え・牛レバーのユーリンチー・コリコリのかつお節和

え・つみれポンズ・ホルモンのバジルソテー・ホルモンうまか煮・ホルモンの冷製みぞれ

煮・ホルモンプルコギ・レバー入り味噌ミンチカツ・ホルモンの唐揚・モツどて煮・牛レ

バーのくぎ煮・ホルモン入りラタトゥイユ・ザ・ホルモン・レバーガー（カレー味） ・辛

味鉄餃子・もつ素麺・牛レバーのからすみ風・口福コロッケの 23 品目（2017 年１月末）

となっている。 

 

【配布レシピ例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、来場者の「どこに行けば試食品（材料）が購入できるのか」という質問に答え、
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【試作品調理例】 

牛レバーのからすみ風 

大
阪

府
同

和
食

肉
事

業
協

同
組

合

★和島商店

レバーステーキ

⻄京味噌ホイル焼き

ホルモンのバジルソテー

など

★エムエスエイ

燻製レバー

ほほ肉のミンチカツ

など

成果物納品

加工品の販売

製造委託 焼肉店

消
費

者

店舗

試食品名や会社連絡先等を記載した「出品会社一覧」も同時に配布した。 

 

②低需要部位を利用した加工品の試作 

協議会メンバーが牛レバー等の低需要部位

を使用した試作品（前出の 23 品目のレシピ）

を作成した。試食会での提供とともに、一部の

店舗で試験販売を実施し、アンケート調査も実

施した。アンケート調査結果をみると、試験販

売商品について、以前から知っていたかでは

「知らない人が多かった（90.4％）」、味の評価

では「まあまあおいしいの意見が多かった

（92.3％）」、販売状況では「計画していた通り

売れている（73.1％）」という回答が得られた。 

 

２．商品化への展開状況 

（１）バリューチェーン（流通経路）の概要 

 図 1 は、加工品の商品開発に係る流通経路である。事業主体が協議会メンバーに試作品

製造を委託し、試食会で提供するとともに、試験販売時には同メンバーを通じて加工品を

焼肉店や食肉小売店に販売している。 

 

図 1 加工品の商品開発に係る流通経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ヒアリングより筆者作成 
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（２）小売店における販売実態 

 図 1 にもあるように、「レバーステーキ（和島商店）」、「燻製レバー（エムエスエイ）」等

の商品は、各商店の店舗販売やトラック市での（試験）販売が実現している。以下では、

エムエスエイ株式会社を事例として、小売店店頭における販売状況を把握する。 

①会社概要 

 エムエスエイ株式会社は大阪府羽曳野市に位置する会社であり、事業内容は、食肉事業

（国産・輸入食肉全般卸、国産牛内蔵製造販売、国産牛肉の輸出）、小売事業（精肉店 2 店

の経営）、量販店事業（生鮮スーパーの経営）等である。量販店事業（スーパーの店舗）で

は、手作り感のあるお惣菜の提供等による地域密着型の経営を行っている。 

 

②牛レバー等の低需要部位を使った加工品の販売状況 

 本事業において 20 アイテム以上を試作した結果、現在、販売されている牛レバー等の低

需要部位の商品は 4 アイテムとなっており、顧客からは概ね好評を得ている。「洋風ポトフ」

は 1個 250円、「ミンチカツ」は 1個 100円で販売されており、幅広い年齢層に人気の商品

となっている。「油カス（盲腸）入千切大根」は 100g 当たり 178円で販売されており、高

齢者を中心に人気の商品となっている。そして、生っぽくチーズのような食感の「燻製レ

バー」は 100g 当たり 600円で販売されている。なかでも「燻製レバー」は最も期待する商

品であり、その食感からレストランでも好評を得ている。同社は「商品は育てるもの」と

いう信念を持ち、「一定の時間は必要かもしれないが、加熱レバー市場の創造と定着に努め

たい」とのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．牛レバー等の低需要部位による商品開発の成果と課題 

以上みてきたように、生食を禁止された牛レバーを中心とした国産牛の低需要部位の加

工品を開発し、需要創出を目指した取組みである。その成果として、以下の 3 点があげら

【ミンチカツ】 【油カス（盲腸）入千切り大根】 【燻製レバー】 
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れる。１つ目は、消費者への加工品（加熱レバー製品）の認知である。試食会を年 6 回開

催し、子どもから大人まで多くの来場者で賑わっており、同時に「レシピ配布」や「出品

会社一覧」を配布し、加工品の認知拡大に努めている。2 つ目は、多様な試作品の開発であ

る。試行錯誤した試作品は、平成 28 年度において約 23 アイテムとなっている。3 つ目は、

消費者ニーズを踏まえた商品化と販売の実現である。毎回の試食会では綿密なアンケート

調査を実施し、消費者への加工品の認知とともに、そのニーズの把握を行っている。そし

て、その結果をもとに、試験販売や実際の商品化につなげている。まさに、消費者ニーズ

を踏まえた商品開発である。 

一方で、いくつかの課題もある。まずは、半調理加工での商品化と中食・外食への対応・

販路拡大である。試食会の実施で消費者への加工品の認知には一定の成果をあげていると

いえるが、近年の「食の外部化」という状況をみると、半調理加工品として消費者や中食・

外食産業へアプローチする必要があろう。次に、加熱レバー市場の定着と拡大である。試

食会アンケート結果では、「おいしい」との感想はあるが、それが消費者の購買行動へ結び

ついていない状況がある。この間、試作品開発（商品開発）や綿密なアンケート調査の実

施等、需要創出に向けた協議会メンバーの相当な努力が伺える。一定の時間は必要かもし

れないが、加熱レバー市場の創造と定着が期待される。 

 

 

【参考文献】 

1）『平成 28 年度国産食肉等新需要創出緊急対策事業 国産食肉等新需要創出成果報告会資

料』、公益社団法人日本食肉消費総合センター、2017 年 2月。 
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全輸連による「人工熟成」加工肉の商品開発と 

バリューチェーン 

－加工技術の第 4段階－ 

細野 賢治（広島大学） 

 

 〔要約〕 

インジェクション技術革新の第 4 段階である 2016 年度開発商品「熟成旨み肉・美味し

さプラス」シリーズについて、全国食肉輸出入事業協同組合連合会（全輸連）の商品開発・

加工体制、およびバリューチェーンの状況とその展開について検討した。2016 年度事業で

全輸連は、核酸で旨みを持続させ、油脂配合による風味向上を実現し、「美味しさプラス」

シリーズとして 10 品目を開発した。しかし、近年の乳用肥育おす牛の取引価格の高止ま

りなど牛肉製品の原料価格高騰に伴い、当該取組みにおいても豚肉製品の販売量拡大が顕

著となっていた。今後は、生協への販売量を一定確保しつつ、量販店や外食産業への販売

を拡大したいとしており、そのためのアイテムの一つとして、機能性を付加した商品開発

が望まれている。 

 

はじめに 

全国食肉輸出入事業協同組合連合会（全輸連）は、国産食肉等新需要創出緊急対策事業

における 2013 年度事業から、インジェクション技術の革新による新たな商品開発を段階

的に進めており、2016 年度はその第 4 段階にあたる。 

これまで全輸連の取組み状況は、安部（2015b）および細野（2016）において報告がな

されている。そのなかでこの取組みは、インジェクション技術で酵素製剤などを原料肉に

注入し、熟成肉と同様の特徴を持つ食肉商品を短時間により、安定品質、高い歩留まり率

で大量生産できたことで、コストを抑え、当該商品を値ごろ価格でテーブルミートとして

供給することが可能となったと指摘した。また当該取組みは、全輸連に加盟する株式会社

ニッシン・グルメビーフが長年の経験と投資によって商品を開発し、①開発段階から実需

者を巻き込むことで消費者ニーズを反映した商品開発を実現した、②当社はこの取組みを

通じて川中の食肉加工業者として川上・川下両者との信頼関係がベースとなったバリュー

チェーンを構築し、その中核を担っていた、と指摘した。 

そこで今年度における報告では、インジェクション技術革新の第 4 段階である 2016 年

度開発商品「熟成旨み肉・美味しさプラス」シリーズについて、全輸連の商品開発・加工

体制、およびバリューチェーンの状況とその展開について検討する。 

 

１．全輸連の取組み 

（１）全輸連の組織概要 

全輸連は、輸入牛肉の共同購買を主な目的として 1978 年 9 月に設立された協同組合連
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合会である。出資金 1,210万円となっている。全輸連の設立にあたっては、酒井忠明氏（当

時の大阪府輸入食肉事業協同組合の代表理事）が当連合会の代表理事に就任している。加

盟組合は、①大阪府輸入食肉事業協同組合、②愛媛県輸入食肉事業協同組合、③京都府輸

入食肉事業協同組合、である。 

 

（２）2016 年度国産食肉等新需要創出緊急対策事業における全輸連の取組み 

全輸連は、2016 年度事業を進めるにあたって、図１のような協議会組織を設立した。こ

の協議会は、全輸連が事務局として全体を統括しており、つぎの４つのカテゴリーで協議

会組織を構成している。①生産者団体として、JA 全農えひめ、㈱マルハニチロ畜産が参

加し、原料肉の生産出荷状況を把握、協議する役割を担っている。②食肉卸売業者として、

双日食品㈱が参加し、原料出荷体制および市場価格動向の調査を担当している。③加工メ

ーカーとして、ニッシン・グルメビーフ㈱が参加し、新需要商品の開発、加工技術の提供、

販路開拓を担当している。④小売業・外食産業として、コープ中四国事業連合、㈱物語コ

ーポレーションが参加し、実需者ニーズの調査と販売促進活動の企画立案を担当している。 

全輸連は、はじめにでも述べたように、2013 年度より当該事業に採択され、食肉の低需

要部位を使った新たな需要創出のための商品開発と実証事業を行ってきており、2016 年度

事業はその第 4 段階にあたる。詳しくは後述するが、その事業の核は、商品開発を担当し

たニッシン社のインジェクション技術革新による新需要商品の開発と普及にある。 

なお、2016 年度協議会では、「国産食肉の新需要創出と新たな商品価値を生み出し、国

産食肉の消費拡大」を目的とし、以下の検討を行っている。 

〇消費拡大を図るためのポイント 

� 全国各地における販売状況を調査し、実際に商品購入のうえ価格、品質、企画等の検証

が必要。 

� 他商品との差別化をどのように打ち出していくか。 

� 熟成による旨み成分について、科学的検証に基づく食味分析を行い立証。 

事務局

生産者
JA全農えひめ

㈱マルハニチロ畜産

食肉卸業者

食肉加工業

小売業・外食産業
コープ中四国事業連合
㈱物語コーポレーション

資料：全輸連に対するヒアリング調査による。

実需者ニーズの調査、販促企画

図１　全輸連の「人工熟成」加工肉開発にかかる協議会組織の構成

双日食品㈱

全国食肉輸出入事業
協同組合連合会

事業全体のコントロール

生産出荷状況の把握、協議

議長 原料出荷体制、市場価格動向調査

ニッシン・グルメビーフ㈱
新需要商品開発、加工技術の提供、
販路開拓
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� 包装形態についてひと工夫しイメージアップを図る。 

� 販売店舗、展示会にて試食コーナーの充実を図る 

� アンケートの実施による検証 

〇低需要部位出荷に伴う問題点 

� 原料価格高騰の影響も考慮し、事業期間中の原料価格の安定化 

� 部位ごとの仕入バランスの検証 

� 開発商品ごとの使用重量の検証 

� 原料安定確保のため、長期契約が可能か検討 

〇販売拡大のための周知方法 

� パンフレット、ポスターにて周知徹底 

� 生協組合員勉強会にて試食会を開催し理解度を高める 

� 量販店へのアプローチによる売り場の確保と試食会の実施 

� 食品展示会開催前のダイレクトメール発送により的を絞ったアプローチ 

� 食品展示会出展による試食コーナーの充実を図る 

〇加工 

� 試作品の計画生産ときめ細かい検証、食味分析 

熟成旨み肉美味しさプラス・シリーズ 10 品目の開発 

 

２．ニッシン・グルメビーフ㈱の「人工熟成」肉の商品開発 

 （１）ニッシン・グルメビーフ㈱の会社概要 

 ニッシン・グルメビーフ株式会社（以下、「ニッシン社」）は、1968 年 4 月に設立され

た食肉の加工・流通を業務内容とする株式会社である。食肉加工・流通業としては 1959

年に操業している。大阪市浪速区に本社があり、資本金 4,500万円、従業員数 450人、年

商は 2014 年度で 130億円である。2014 年度の商品販売先構成は、「冷凍宅配」が 47％と

なっており、これは、一般家庭向けの商材として冷凍の状態で食肉加工品を全国の生協や

スーパーなどに納入する業務を示している。また、外食事業者など業務需要向けが 47％で

あり、残りの 6％は学校給食へ食材を供給している。 

  

（２）ニッシン社の特徴的な加工技術および施設・設備の状況 

表１は、ニッシン社の加工工場の設置状況を示している。ニッシン社は愛媛県の松山市

に 2 工場、砥部町に 1 工場の計 3 工場を稼働させており、生産工程ごとに工場を設けてい

 表１　ニッシン・グルメビーフ㈱の加工工場

名称 砥部工場 松山第二工場 松山第一工場

稼動開始 2013年 2006年 1986年

処理内容 原料の分割と整形
軟化加工・熟成旨

み加工・急速冷凍

カッティングとパッ

ケージ

処理能力 10ｔ/日 12ｔ/日 20ｔ/日

資料：全輸連およびニッシン社に対するヒアリング調査による。
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る。まず、原料肉は砥部工場で分割・整形がなされ、在庫用に冷凍処理される。次に、松

山第二工場に運ばれ、軟化加工および熟成旨み加工が施され、松山第一工場で実需者のニ

ーズにあわせたカッティングとパッッキングが行われる。 

 次に、ニッシン社の食肉加工技術に関わる主な施設・設備の状況についてみてみよう。 

①インジェクション 

 写真１にある装置がインジェクションの作業を行う機械である。ニッシン社の食肉加工

技術の柱であり、ピックル（208 本の針が装着）を使って、肉に牛脂や酵素を注入して肉

質を調節する技術である。温ピックル（牛脂を注入する）、冷ピックル（牛脂を注入しない）

の 2種類がある。酵素注入の場合は、肉の重量の 15～20％分を注入する。 

②トンネルフリーザー 

 写真２にある装置がトンネルフリーザーである。ノズルで－40℃の風を当て、高速で冷

凍する。細胞が壊れにくいため、ドリップ（肉汁）が染み出ないなど、冷凍による品質劣

化が起こりにくいという効果がある。 

写真１ インジェクション 

（2016 年 11 月筆者撮影） 

写真２ トンネルフリーザー 

（2016 年 11 月筆者撮影） 

 

（３）ニッシン社の食肉加工技術と新需要創出緊急対策事業での商品開発 

熟成肉の特徴として、加熱後の「やわらかさ、旨み、フレイバー」が求められる。そこ

でニッシン社は、インジェクション技術を応用し、牛肉では乳用肥育おす牛と経産牛のモ

モ、肩、バラなどを原料肉として、新需要創出事業において図３で示したような技術を導

2016年度

（第4段階）
旨みと風味

＝核酸で旨み（イノシン酸）を持続

＋油脂配合による風味向上

「美味しさプラス」：10品目

2015年度

（第3段階）
フレイバー

2014年度

（第2段階）
旨み

2013年度

（第1段階）
やわらかさ

技術の付加状況

資料：全輸連およびニッシン社に対するヒアリング調査による。

＝酵素でやわらか加工

「やわらか」：6品目

＝酵素で遊離アミノ酸をコントロール

「熟成旨み加工」：9品目

図３　新需要創出事業における全輸連事業の技術付加状況

＝なたね油でオレイン酸を付加

「熟成旨み肉あじわい加工」：12品目

- 62 -



 
 

入した。すなわち、第 1 段階の 2013 年度事業では、肉質を柔らかくするために酵素メー

カーとの共同開発により酵素製剤を開発した。第 2 段階の 2014 年度事業では、旨みを引

き立たせるために遊離アミノ酸をコントロールする酵素技術を確立した。第 3 段階の 2015

年度事業では、なたね油の注入による加熱後のフレイバーを引き立たせるオレイン酸を付

加する技術を確立した。 

表２ 2016 年度事業における全輸連事業での開発商品 

 商品名／特徴 商品の写真 商品名／特徴 商品の写真 

牛
肉
製
品
 

熟成旨み牛 赤

身ステーキ 美

味しさプラス（国

産） 

熟成旨み牛 切

り落し 美味し

さプラス（国産）

モモ特有のパサつき感や硬さを感じさ

せない柔らかい食感に仕上げた。 

モモ、肩肉を使用。様々な料理に使用で

きる切り落とし商材。 

熟成旨み牛 赤

身焼肉 美味し

さプラス（国産） 

熟成旨み牛 た

れ漬（甘口醤油）

美味しさプラス

（国産） 

モモ特有のパサつき感や硬さを感じさ

せない柔らかい食感に仕上げた。 

モモ、ウデ、バラ肉と甘めの醤油だれの

使用バランスを絶妙に。 

豚
肉
製
品
 

熟成旨み豚 カ

ルビ焼き肉 美

味しさプラス（国

産） 

熟成旨み豚 厚

切りたれ漬（味噌

醤油） 美味しさ

プラス（国産） 

バラ肉特有のジューシー感のある商品。 モモ、肩肉使用。厚切りなのにやわらか

くジューシー。 

熟成旨み豚 バ

ラスティック炒

め物用 美味し

さプラス（国産） 

熟成旨み豚 ロー

ス・肩ロース厚切

りたれ漬 美味し

さプラス（国産）

バラ肉のジューシー感を出す。様々な料

理に使用できるスティックタイプ。 

肩ロース、ロースを使用。厚切りなのに

柔らかくジューシー。 

熟成旨み豚 切

落し 美味しさ

プラス（国産） 

熟成旨み豚 ロ

ー ス ブ ロ ッ ク

美味しさプラス

（国産） 

モモ、肩肉を使用。様々な料理に使用で

きる切り落とし商材。 

肩ロース、ロースを使用。外食、問屋向

け商品。 

資料：全輸連およびニッシン社に対するヒアリング調査による。 
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そして、第 4 段階の 2016 年度では、核酸で旨みを持続させ、油脂配合による風味向上

を実現し、「美味しさプラス」シリーズとして 10 品目を開発した。表２は、2016 年度事

業により開発した商品アイテム 10 品目の詳細について示している。 

「熟成旨み肉・美味しさプラス」シリーズは、ニッシン社によると遊離アミノ酸・核酸

の使用バランスの検証と脂肪酸組成の再考による「美味しさ」を追求した新たな調味液の

開発により、肉本来の特徴を生かしながら、「わやらかさ」「ジューシーさ」「旨み」を引き

出すことに成功したようである。 

ニッシン社は、2013 年事業から 2016 年事業まで、表３に示した 37 品目を開発したが、

家庭内調理時間を短縮したいという一般消費者ニーズと店舗オペレーションを削減したい

という実需者ニーズに対応し、パッケージから取り出したら包丁を使わずに調理できるも

のや、冷凍庫から取り出して解凍しなくても調理できるものなど、「簡単調理」の要素が取

り入れられているのも特徴である。 

これらは、トンネルフリーザーによる急速冷凍技術や、ニッシン社工場によるきめ細や

かなカッティング作業といった、酵素製剤やインジェクション技術だけではない当社の強

表３　全輸連事業における「人工熟成」加工肉の開発商品一覧

年度 商品名

1.国産牛こまぎれ

2.国産牛おはしでランプステーキ

3.おかず焼肉国産牛カルビ　たれ漬

4.国産牛やわらかモモ切り落とし

5.国産牛こまぎれ（バラ凍結）

6.こだわりの牛豚合挽ミンチ

牛5品目、合挽1品目

1.冷凍のまま調理国産牛チンジャオロース

2.冷凍のまま調理国産牛赤身こまぎれ

3.旨み牛バラ焼肉　国産（たれ漬）

4.旨み牛おはしでランプステーキ

5.旨み牛赤身ひとくちステーキ

6.国産旨み豚バラ焼肉

7.国産旨み豚モモスライス

8.国産旨み豚肩ロースしゃぶしゃぶ

9.国産旨み豚切落し

牛5品目、豚4品目

1.熟成旨み牛　あじわいステーキ（国産）

2.熟成旨み牛　あじわい焼肉（国産）

3.熟成旨み牛　あじわいカルビ焼肉（国産）

4.熟成旨み牛　あじわいすき焼き（国産）

5.熟成旨み牛・豚　あじわいミンチ（国産）

6.熟成旨み豚　あじわいトンテキ（国産）

7.熟成旨み豚　あじわいでか豚ステーキ（国産）

8.熟成旨み豚　あじわいしゃぶしゃぶ（国産）

9.熟成旨み豚　あじわいこまぎれ（国産）

10.熟成旨み豚　あじわい厚切り生姜焼き（国産）

11.熟成旨み豚　あじわいカルビ焼肉（国産）

12.熟成旨み豚　あじわいミンチ（国産）

牛4品目、合挽1品目、豚7品目

1.熟成旨み牛　赤身ステーキ　美味しさプラス（国産）

2.熟成旨み牛　赤身焼肉　美味しさプラス（国産）

3.熟成旨み牛　切り落し　美味しさプラス（国産）

4.熟成旨み牛　たれ漬（甘口醤油）　美味しさプラス（国産）

5.熟成旨み豚　カルビ焼き肉　美味しさプラス（国産）

6.熟成旨み豚　バラスティック炒め物用　美味しさプラス（国産）

7.熟成旨み豚　切落し　美味しさプラス（国産）

8.熟成旨み豚　厚切りたれ漬（味噌醤油）　美味しさプラス（国産）

9.熟成旨み豚　ロース・肩ロース厚切りたれ漬　美味しさプラス（国産）

10.熟成旨み豚　ロースブロック　美味しさプラス（国産）

牛4品目、豚6品目
資料：全輸連およびニッシン社に対するヒアリング調査による。

2013

年度

2014

年度

2015

年度

2016

年度
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みが総合的に生かされている。 

図４は、今年度開発商品の食味要素分析結果を示している。素材は、国産牛モモ肉であ

り、「2015」は「熟成旨み肉あじわい」加工（2015年度開発技術）を施したもの、「2016」

は「熟成旨み肉・美味しさプラス」加工（2016年度開発技術）を施したものである。 

分析結果の内容であるが、例えば、ペプチド構成アミノ酸は、食べている途中から味を

感じる成分であり、味が持続するためジューシー感につながるようである。また、イノシ

ン酸は、旨み成分であるが、加水することで薄まってしまっており、現在、元の量に戻す

方法を開発中ということである。脂肪酸は、風味に関係しており多ければよいというもの

ではなく、ある程度のところで止める必要があるという。 

 

①食感・ジューシーさ 

  

②アミノ酸の状況 

 

③脂質の状況 

 

図４ 2016 年開発商品の食味要素分析結果 

資料：全輸連およびニッシン社提供資料による。 

 

図５は、当該事業利用による開発商品の販売実績を示している。上の図は、加工技術別

に示しているが、新需要創出事業で毎年商品開発をしており、販売数量もトータルでは増

加している。下の図は、原料肉の畜種別に示しているが、牛肉製品は原料肉の価格高騰に

伴って販売量が減少しており、豚肉製品が相対的にリーズナブルのため拡大傾向にある。 
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３．当該事業におけるバリューチェーン構築状況 

（１）原料肉の仕入状況 

図６は、2016 年度事業分の原料肉の仕入状況を示している。 

 

図６ 当該事業に係る原料肉の仕入状況（2016 年事業） 

資料：全輸連およびニッシン社に対するヒアリング調査および提供資料による。 

➀牛肉の仕入状況 

牛肉の場合、経産牛は農協畜産公社とマルハニチロ畜産の２つのルートから仕入れてお

り、乳用肥育おす牛は、中日本フード、伊藤ハムおよび全農ミートフーズの３つのルート

から仕入れている。経産牛と乳用肥育おす牛の比率は 4:6 であり、昨年度より乳用肥育お

す牛の比率が下がっている。ニッシン社は、原料肉の産地は価格と数量で決めており、2016

資料：全輸連およびニッシン社提供資料による。

加
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技
術
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種

別

図５　全輸連事業における開発商品の販売実績
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年度は乳用肥育おす牛の価格が高止まりのため、経産牛の仕入比率が上がっている。原料

肉の価格は高騰しているが、需要者ニーズにより製品の売価を上げるのが難しいため、ニ

ッシン社ではこのような対応を行っているのが実情であるという。 

②豚肉の仕入状況 

豚肉の場合、愛媛産は JA 全農えひめから、宮崎産はミヤチクからミートインフォメー

ション経由で仕入れている。 

 このうち愛媛県産は、JA 全農えひめから直接納入される。愛媛県内の肉豚生産農家は

2015 年度の 16戸から 2016 年度に 14戸に減少しているが、母豚頭数ベースでは 2015 年

度の 6,798頭から 2016 年度に 6,805頭と、前年度比 100％を維持している。なお、JA 全

農えひめでは、養豚経営者の所得向上と経営安定を図ることを目的として、「ふれ愛・媛ポ

ーク」ブランドを確立しているが、当該事業では引き続きこの「ふれ愛・媛ポーク」を原

料とした商品開発もなされている。なお、「ふれ愛・媛ポーク」は、安全性とおいしさを追

求するため、肉質の優れた親豚「種豚」を厳選し、子豚の頃から徹底した飼育管理のもと

で肥育している。また、JA 全農えひめが独自に開発した専用飼料（小麦や愛媛県産ミカ

ンを配合）を使用しており、安全性と高品質性を確保している。飼育方法については、「ふ

れ愛・媛ポーク」銘柄推進協議会が発行した「養豚物語ダイジェスト」という飼育マニュ

アルを活用し、これを基準としながら出荷者それぞれの生産条件に適した飼育管理を実践

している。 

（２）開発商品の販売状況 

図７は、2016 年度商品 10 品目の販売先を示している。昨年度に引き続き全国の生協 10

連合会およびマックスバリュ九州に販売しており、また新たに、マルナカ、マルヨシ、フ

ジといった中四国ローカル・スーパーと、外食向け食材供給業者のＡプライスにも当該事

業開発商品を販売している。 

 

図７ 当該事業による開発商品の販売状況（2016 年） 

 資料：ニッシン社資料および聞き取り調査により筆者作成。 
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４．2016 年度開発商品の販売実態 

－外食向け需要についてＡプライスの事例－ 

（１）販売先調査対象の概要 

今年度の販売先調査では、当社の開発商品の販売状況を把握するため、外食向け食材供

給業者であるＡプライスの販売実態を調査した。 

株式会社トーホーキャッシュアンドキャリーは、2012 年 2 月に設立されたトーホーグ

ループの子会社である。ブランド名は「Ａプライス」であり、業種は、業務用食材につい

て外食産業へ主に現金決済で供給するという業務である。現金決済により低価格での供給

を可能にしているという。全国に 86 店舗あり、その約半数は九州沖縄に存在する。中四

国ブロックには 16 店舗が設置されている。 

ヒアリング調査は、Ａプライス松山店にて行った。写真３は当店の看板、写真４は店舗

の外観である。当店は、2016 年 10月移転オープンした。旧店舗より銀天街（繁華街）か

ら近くなったことと、近隣にコスモス、ダイキなどが出店しており、顧客は、これらの店

舗と併せて買い回りができるようになったという。旧店舗は設置して 19 年を経過してい

たが、外装が一般客向けでなかったそうである。新店舗は一般客も買い物しやすいように

外装変えてイメージアップを図っている。 

松山店の 2015 年度売上は、3.1億円である。常時約 4,300 アイテムを取り扱っており、

食品は、冷凍チルドとドライの比率が 4:6 となっている。 

顧客層は、外食関係と一般客の比率が 6:4 である。新店舗は駐車場が利用しやすくなっ

たため一般客が増加傾向にあり、今後は外食関係と一般客の比率が 5:5 になるだろうと店

長は予測している。外食関係の顧客層は、居酒屋、個人経営のスナック、バーなどが主で

ある。一般客は、近隣のマンション住まいの顧客が多く、徒歩で来店する人もいるという。 

写真４ Ａプライス松山店の看板 

（2016 年 11 月筆者撮影） 

写真５ Ａプライス松山店の店舗の外観 

（2016 年 11 月筆者撮影） 

 

（２）調査対象販売先における 2016 年度開発商品の取扱状況 

Ａプライスでの当該商品の取扱状況であるが、2016 年 7 月に「熟成旨み肉あじわい」

シリーズの牛タン、牛ミノ、豚ハラミを導入したのがきっかけで、主に居酒屋業態が購入

している。なお、Ａプライスとニッシン社とは、13 年前から取引があるという。Ａプライ
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スは、「展示会」といって、各店の店長が品揃えのために各地域ブロックの店に集まって、

提携している納入業者が薦める商品アイテムを実際に確認できる会を開催している。松山

店店長は、11月の展示会でニッシン社の 2016 年事業開発商品が目に留まり、次の 4 商品

の導入を決めたという。 

熟成旨み牛赤身ステーキ美味しさプラス（国産）500g（生協向けは 200g） 

熟成旨み豚バラスティック美味しさプラス（国産）500g（生協向けは 200g） 

熟成旨み豚たれ漬美味しさプラス（国産）200g（生協向けと同じ） 

熟成旨み豚ロースブロック美味しさプラス（国産）1本を 1/3 にカット 

発売当初には店頭試食販売を行った。また、POP での販売促進は、ALIC 指定のものは

ニッシン社が準備し、それ以外はＡプライスが独自で作成している。写真６は冷凍ショー

ケース、写真７はニッシン社商品の陳列状況、写真８はプライスカードおよび POP のよ

うすである。 

 

写真６ Ａプライス松山店の冷凍ショーケース 

（2016 年 11 月筆者撮影） 

写真７ ニッシン社商品の陳列状況 

（2016 年 11 月筆者撮影） 

写真８ プライスカードと POP 

（2016 年 11 月筆者撮影） 
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５．まとめと考察 

これまで、全輸連の 2016 年度新需要創出事業に関する商品開発の取組み（技術革新の

第 4 段階）および開発商品のバリューチェーンの構築状況を検討してきた。 

全輸連が取り組んだ「人工熟成」加工肉開発商品の訴求ポイントは、①「人工熟成」加

工技術の開発により、低需要品種・低需要部位の原料肉に柔らかさ・旨み・フレイバーを

付加した、②自然熟成に比べて歩留まり率が高く、製品化に要する時間も短いことから、

リーズナブルな価格での商品提供を可能にした、③カットや高速冷凍、パッケージの工夫

で、消費者が商品を冷凍庫から取り出してすぐ使えるようにした、の大きく 3点が挙げら

れる。 

また、2013 年度からの差別化要素としては、①解凍しても包材が素材につかない、②冷

めても味が落ちない、③調理者の手間を省く（例えば、たれ漬、小分けのパック）、などで

ある。これらは、調理に手間をかけたくない主婦層や単身者、そして店舗オペレーション

を極力抑えたい外食やスーパーの総菜コーナー材料需要などに対応している。 

そして 2016 年度は、核酸で旨みを持続させ、油脂配合による風味向上を実現し、「美味

しさプラス」シリーズとして 10 品目を開発した。なお、近年の乳用肥育おす牛の取引価

格の高止まりなど牛肉製品の原料価格高騰に伴い、当該取組みにおいても豚肉製品の販売

量拡大が顕著となっていた。 

図８は、当該取組みのバリューチェーンを確認するため、図６と図７を合体させたもの

である。昨年度と比較して、川下の販売先が増えている。 

 

 
図８ 全輸連の「人口熟成」加工肉のバリューチェーン 

       資料：図６および図７をもとに筆者作成。 

 

最後に、当該取組みに関する今後の課題であるが、まず、「人口熟成」加工肉販売の課題

としては、生協の共同購入はマーケット自体が縮小傾向にあり、全輸連やニッシン社は、

新たな業態の需要創出が必要と考えており、今後は、生協への販売は現状維持で、スーパ

ーや外食産業への販売を強化したいと考えている。 
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また、レトルトカレーなど加工食品の具材に使ってもらう際、「人工熟成」加工肉の特質

を活かしてプレミアムを付ける工夫が必要としている。これらをうけ、2017 年度へ向けて

は、例えば、開発商品に食物繊維やオリゴ糖など機能性を付加したいという。 
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