
第 11 回チバザビーフ枝肉共励会審査講評 

本日、第 11 回チバザビーフ枝肉共励会が、東京都中央卸売市場食肉市場におかれまして盛大に開催

されましたことに対し、心からお慶びを申し上げます。 

ただ、残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、表彰式等が中止になりましたことは残念で

あります。早い時期に収束することを願っております。 

さて、この共励会は、生産者の皆様方が日頃から丹精込めて肥育されてこられました出品牛が一堂に

会し、その成果を問う誠に有意義な機会であります。共励会開催にご尽力されました、各関係機関各位

のご尽力に対し心から敬意を表する次第です。 

本日は審査員を拝命いたしましたので、審査員を代表いたしまして出品牛の概要と審査結果について

ご報告いたします。 

枝肉の格付は、当協会の「牛枝肉取引規格」に基づき公正に実施し、また、審査につきましても「本

共励会開催規則」に則り総合的に比較検討を重ね、中立かつ公正に執り行いましたので併せてご報告い

たします。 

本日の共励会には、「黒毛和種の部」52 頭、「交雑種の部」48 頭、合計 100 頭の出品がありました 

 

黒毛和種の部 

雌枝肉（10 頭） 

枝肉重量：平均 499.2 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 67.7 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 8.0 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 2.8 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 74.8 

歩留まり等級「Ａ」率 100.0％ 

肉質等級「５」率 20.0％ 

肉質等級「４」以上率 70.0％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 6.2 

ＢＣＳ№：平均 3.7 

光沢等級：平均 3.9 

締り・きめ等級：平均 3.9 

ＢＦＳ№：平均 2.7 

脂肪質等級：平均 5.0 
 

去勢枝肉（42 頭） 

枝肉重量：平均 534.8 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 73.6 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 8.0 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 1.8 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 76.0 

歩留まり等級「Ａ」率 100％ 

肉質等級「５」率 42.9％ 

肉質等級「４」以上率 85.7％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 7.6 

ＢＣＳ№：平均 3.8 

光沢等級：平均 4.3 

締り・きめ等級：平均 4.2 

ＢＦＳ№：平均 2.6 

脂肪質等級：平均 5.0 
 

枝肉を評価するときに「歩留基準値」（枝肉重量に対する部分肉重量）は最も重要な判定項目となりま

すが、枝肉を構成する筋肉の「ももとまえ」のバランス、あるいは筋肉の形状やサイズも大事なポイン

トとなります。そのためには、筋肉の適正な充実と皮下脂肪、筋間脂肪の適度な付着が必要となります。  

今回出品されました黒毛和種は雌、去勢ともに重量豊かで厚みがあり、胸最長筋（ロース）面積、ばら

の厚さでは全国平均を上回る成績となりました。また、皮下脂肪の厚さでは雌の枝肉ではやや厚い枝肉

も見られましたが、総じて適度なものが揃っていた結果、雌、去勢ともに「歩留基準値」は高い値とな

っております。 



肉用牛の枝肉重量は年々増加傾向であり、黒毛和種去勢の令和元年次の平均は 504.8 ㎏であります。

胸最長筋（ロース）面積も同様の傾向が見られ、同年次では平均 63.6 ㎠となっております。 

肉質につきましては、「脂肪交雑」が重要な役割を果たしていますが、評価のポイントは脂肪交雑の多

寡、または、脂肪粒子の形状と質により評価に差が見られます。やはり、「あらざし」より「小ざし」の

方が好まれます。その他の食味と相関の高い判定項目、「肉色」「光沢」「締まり・きめ」「脂肪質」も重

要となります。 

今回出品されました枝肉の結果から、雌、去勢ともに脂肪粒子の形状も適度なものが多く、また、Ｂ

ＣＳ№（肉色）の数値を見ましても、肉質「5」等級の範囲であります№３から№５の範囲に全頭が該当

しております。肉質を評価する上で「肉色の光沢」は「締り・きめ」及び「脂肪質」との関係性が高い

判定項目でありますが、「良い」「特に良い」ものが揃っていました。肉の「締り・きめ」判定の平均値

は雌、3.9 去勢、4.3 であり、この数値は「５」が最高値となりますので、「締り」においては雌の枝肉

でやや低い評価となります。一方、去勢は高い数値となりました。脂肪色は№２から№３の範囲であり、

脂肪質につきましては全ての枝肉で「５」の評価であります。 

以上の結果により、去勢の場合、肉質「4」以上率は全国平均 83.4％を上回っております。 

 

交雑種の部 

雌枝肉（13 頭） 

枝肉重量：平均 511.6 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 63.2 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 7.4 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 2.6 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 71．8 

歩留まり等級「B」以上率 100％ 

肉質等級「４」以上率 38.5％ 

肉質等級「３」以上率 69.3％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 4.7 

ＢＣＳ№：平均 3.8 

光沢等級：平均 ⒊5 

締り・きめ等級：平均 3.2 

ＢＦＳ№：平均 2.5 

脂肪質等級：平均 4.8 
 

去勢枝肉（35 頭） 

枝肉重量：平均 581.3 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 61.3 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 7.6 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 2.4 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 70.9 

歩留まり等級「Ｂ」以上率 97.1％ 

肉質等級「4」以上率 22.9％ 

肉質等級「３」以上率 80.0％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 3.9 

ＢＣＳ№：平均 4.1 

光沢等級：平均 3.2 

締り・きめ等級：平均 3.1 

ＢＦＳ№：平均 2.5 

脂肪質等級：平均 4.7 
 

今回出品されました交雑種の「外観」の評価ですが、雌、去勢ともに枝肉に厚みがあり、脂肪の付着

も適度な物が見られた結果、歩留基準値の平均が高くなりました。肉質では、ＢＭＳ№の平均値で雌は

高い数値でありますが、去勢はやや物足りない数値となっております。ＢＣＳでは№３から№５の範囲

であり適正であります。肉の「締り・きめ」の判定値は雌に比べて去勢で低い数値となり、脂肪質の等

級の平均では性別に関係なく高い数値となりました。 

 

 

 



入賞牛報告 

「黒毛和種の部」 

最優秀賞に輝きましたのは、上場番号（78 号）、（高山 和視）様の枝肉であります。 

最優秀賞に輝きました、高山和視様、おめでとう

ございます。見事な枝肉でありました。枝肉の長

さ、広さが適当で厚く、肉付きが良く、前・中・後

躯のバランスに優れた枝肉であります。脂肪付着

においても皮下脂肪だけでなく、筋間脂肪も適度

で歩留基準値も高く、まさに凛とした枝肉であり

ます。肉質につきましては、切開面に見える全ての

筋肉で脂肪交雑に優れ、肉色が良く、光沢が艶やか

であり、締りきめは細やかで保水力が高く、脂肪質

は適度な粘りと光沢が良く、食味において特に優

れた枝肉でありました。 

 

枝肉重量：平均 524.0 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 106 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 8.7 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 1.0 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 81.6 

BMS№ 12 

BCS№ 3 

光沢等級 5 

締まり・きめ等級 5 

BFS№ 3 

脂肪質等級 5 
 

優秀賞 1 席  上場番号（63 号） ㈱熱田牧場 様 

優秀賞２席  上場番号（79 号） ㈱髙梨牧場 様 

優良賞１席  上場番号（100 号）(農法)宮澤農産 様 

優良賞２席  上場番号（55 号） ㈱越川農場 様 

以上の枝肉を選出いたしましたので、褒章授与をお願いいたします。 

 

「交雑種の部」 

最優秀賞に輝きましたのは上場番号（125 号）、（岩渕 行雄）様の枝肉です。 

最優秀賞に輝きました岩渕行雄様、おめでとう

ございます。見事な枝肉でした。 

枝肉が厚く、肉付きが良く、脂肪付着が滑らか

で、歩留基準値も高い数値であります。脂肪交雑に

優れ、肉色が光沢で輝き、締りときめが細やかで、

脂肪質も黒毛和種に引けを取らない質感を感じ、

食味において他の枝肉を圧倒しておりました。高

い肥育技術と細やかな飼養管理の賜物であると思

います。 

 

枝肉重量：平均 624.0 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 77.0 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 8.0 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 3.1 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 72.2 

BMS№ 7 

BCS№ 3 

光沢等級 5 

締まり・きめ等級 4 

BFS№ 3 

脂肪質等級 5 
 

優秀賞 1 席  上場番号（149 号）㈱宇井畜産 様 

優秀賞２席  上場番号（147 号）㈱宇井畜産 様 

優良賞１席  上場番号（108 号）㈱ハヤシファーム 様 

優良賞２席  上場番号（142 号）㈲しおさいファーム 様 

 以上の枝肉を選出いたしましたので、褒章授与をお願いいたします。 

 



今回の共励会で入賞されました生産者の皆様方、本当におめでとうございます。心からお祝い申し上

げます。残念ながら今回は入賞を逃された生産者の皆様方におかれませては、次回の上位入賞を目指し

てのご研鑽をご祈念申し上げます。 

最後になりましたが、本共励会の益々のご発展と、皆様方のご健勝を心からご祈念申し上げまして、

審査講評とさせていただきます。 

本日は、おめでとうございました。 

 

令和２年 10 月１日                

第 11 回チバザビーフ枝肉共励会          

審査員代表                             

（公社）日本食肉格付協会 関東支所長 末吉正実  

 


