
第 12 回チバザビーフ枝肉共励会審査講評 

本日、第 12 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

とは誠に残念であり、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、生産者の皆様方が丹精込めて肥育された牛が一堂に会し、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、公益社団法人千葉県

畜産協会様、並びに、チバザビーフ協議会様、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。 

それでは、僭越ながら審査員を代表しまして格付の概要と審査結果についてご報告いた

します。 

なお、審査につきましては、公益社団法人日本食肉格付協会の「牛枝肉取引規格」に基づ

き、また、「共励会開催規則」に乗っ取り、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。 

本日は、「黒毛和種の部」49 頭、「交雑種の部」31 頭、合計 80 頭の出品がありました。 

最初に黒毛和種の格付の概要からご報告いたします。 

黒毛和種の部 

雌枝肉（13 頭） 

枝肉重量：平均 497.4 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 72.6 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 8.2 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 2.9 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 75.5 

歩留まり等級「Ａ」率 100.0％ 

肉質等級「５」率 84.6％ 

肉質等級「４」以上率 100.0％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 8.5 

ＢＣＳ№：平均 3.8 

光沢等級：平均 4.8 

締り・きめ等級：平均 4.8 

ＢＦＳ№：平均 2.8 

脂肪質等級：平均 5.0 

 



去勢枝肉（36 頭） 

枝肉重量：平均 560.8 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 74.6 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 8.6 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 2.4 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 75.7 

歩留まり等級「Ａ」率 100.0％ 

肉質等級「５」率 72.2％ 

肉質等級「４」以上率 94.4％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 8.9 

ＢＣＳ№：平均 3.7 

光沢等級：平均 4.7 

締り・きめ等級：平均 4.7 

ＢＦＳ№：平均 2.8 

脂肪質等級：平均 5.0 

 

枝肉を評価する時は、「赤肉の割合」は大切な要素となりますが、今回の枝肉を見ると、雌、

去勢ともに重量豊かで枝肉の形やバランスが良く、「胸最長筋（ロース）面積」、「ばらの厚

さ」は全国平均を上回っており、「皮下脂肪の厚さ」も適度でありました。そのため、雌、

去勢とも「歩留基準値」が高く、全ての枝肉で歩留「A」となりました。特に雌の「ロース

芯面積」の平均が 70 ㎠を超えており、東京食肉市場で開催される数多ある共励会の中でも

上位に位置する成績であります。しかし、ロース芯の変形（ハート芯）や筋間脂肪の厚い枝

肉も極僅かではありますが見られましたので、対策が必要となります。 

ちなみに、令和２年次（黒毛和種）の歩留に関する項目別の平均は、 

性別 枝肉重量 ロース芯 ばら厚 皮下厚 歩留基準値 

めす 450.7 ㎏ 62.2 ㎠ 7.8 ㎝ 2.8 ㎝ 74.5 

ぬき 509.6 ㎏ 64.8 ㎠ 8.1 ㎝ 2.4 ㎝ 74.7 

となっております。 

肉質は、「脂肪交雑」の程度により評価が大きく異なります。また、脂肪粒子の形状は重要

であり、やはり「粗ザシ」より「小ザシ」の方が好まれ、脂肪の性質（各脂肪酸の量）によ

り評価が分かれます。今回の出品牛の中にも、粗ザシ、牡丹ザシ、流れザシ、偏りザシなど

が散見されました。ただ、粗ザシや牡丹ザシであっても、脂肪質が優れていることで、口溶

けが良くなり、風味が増し、その結果、好ましい食味を感じることが出来る枝肉が揃ってい

いました。次に、「肉色・光沢」ですが、BCS№平均が雌、去勢ともに№4 未満であり、№３

の枝肉が多く見られたことになります。また、「光沢」は「照り」に優れた物が揃っていま

した。この「肉色・光沢」の評価は消費者にとっても脂肪交雑の多寡と並んで肉質を見極め



る時の重要なポイントになっています。「締まり・きめ」は保水力が高く、きめ細やかな物

が揃っていました。最後に脂肪の質ですが、食肉のおいしさには脂肪中の脂肪酸組成が関与

し、特にオレイン酸を含む一価不飽和脂肪酸（MUFA）の割合が適度に高いものが官能評価

でも「風味の強さ」「旨み」に有意な差が見られると、色々な研究機関で発表されており、

また、取引価格に影響を与えています。今回の枝肉の脂肪は、「好ましい食味」を想像させ

る優れた物が多く、高い評価をしております。 

 

瑕疵の発生ですが、49 頭中 12 頭表示されました。瑕疵が表示されますと商品価値を下げる

要因となりますので、飼養管理等で防げる瑕疵は対応をお願いいたします。 

 

次に、交雑種の格付の概要をご報告いたします。 

 

交雑種の部 

雌枝肉（8 頭） 

枝肉重量：平均 566.9 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 73.1 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 7.8 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 3.8 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 71.6 

歩留まり等級「B」以上率 100.0％ 

肉質等級「４」以上率 75.0％ 

肉質等級「３」以上率 87.5％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 5.8 

ＢＣＳ№：平均 4.0 

光沢等級：平均 4.0 

締り・きめ等級：平均 3.8 

ＢＦＳ№：平均 2.3 

脂肪質等級：平均 4.8 

去勢枝肉（23 頭） 

枝肉重量：平均 604.9 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 62.3 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 7.7 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 3.2 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 70.2 

歩留まり等級「Ｂ」以上率 87.0％ 



肉質等級「4」以上率 26.1％ 

肉質等級「３」以上率 78.3％ 

脂肪交雑基準（ＢＭＳ）：平均値 4.0 

ＢＣＳ№：平均 4.1 

光沢等級：平均 3.2 

締り・きめ等級：平均 3.0 

ＢＦＳ№：平均 2.3 

脂肪質等級：平均 4.4 

今回出品されました交雑種の「外観」の評価ですが、雌のロース芯面積の平均が 73.1 ㎠で

あり、黒毛和種と同様で稀に見る好結果であります。しかし、皮下脂肪平均が 3.8 ㎝と厚く、

腰脂や筋間脂肪の厚い枝肉も見られました。去勢の枝肉は歩留基準値（平均 70.2）からも、

雌に比べやや厚みに物足りなさを感じました。「赤肉の割合」を下げる要因は価格にも影響

しますので、対策が必要となります。一方の肉質は、雌枝肉の場合、平均ＢＭＳ№（№5.8）

が高く、肉質「４」以上率が 70％を超える素晴らしい成績となりました。脂肪質も「５」

等級の枝肉が多くを占めています。去勢は雌に比べて、BMS№の平均や「光沢」「締まり」

の評価が低く、その結果、肉質「２」等級の発生率が高くなりました。脂肪の質でも「５」

等級の割合が低い結果となっております。交雑種でも脂肪の質は価格に影響がでますので、

対策が必要となります。最後に瑕疵の発生ですが、31 頭中 7 頭に表示されました。 

 

それでは入賞牛のご報告をさせていただきます。 

 

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（62 号）、（株式会社髙梨牧場）様の枝肉であります。 

枝肉重量 528.0 ㎏ 

胸最長筋（ロース） 93 ㎠ 

ばらの厚さ 9.1 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ 1.7 ㎝ 

歩留まり基準値 79.5 

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 



最優秀賞に輝きました、株式会社高梨牧場様、おめでとうございます。見事な枝肉でありま

した。外観は長さや広さが適当で肉付きが良く、前・中・後躯のバランスに優れており、皮

下脂肪だけでなく、筋間脂肪も適度で歩留基準値の数値の通り部分肉歩留りが極めて高い

枝肉であります。肉質につきましては、切開面の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、締りが良く、きめ細やか、脂肪質が良く、食味において特に優れた枝肉で

あります。弛まぬ肉質向上へのご努力に心より敬意を表する次第です。 

 

優秀賞１席：出品番号（78 号） 合同会社諸川牧場  様 

優秀賞２席：出品番号（93 号） 株式会社しあわせ牛 様 

優良賞１席：出品番号（68 号） 株式会社大川畜産  様 

優良賞２席：出品番号（85 号） 斎藤 茂樹     様 

 

「交雑種の部」 

最優秀賞に輝きましたのは上場番号（136 号）、（株式会社宇井畜産）様の枝肉です。 

枝肉重量：平均 556.0 ㎏ 

胸最長筋（ロース）：平均 76 ㎠ 

ばらの厚さ：平均 7.4 ㎝ 

皮下脂肪の厚さ：平均 3.5 ㎝ 

歩留まり基準値：平均 72.1 

BMS№ №9 

BCS№ №4 

光沢等級 5 

締まり・きめ等級 5 

BFS№ №２ 

脂肪質等級 5 

最優秀賞に輝きました株式会社宇井畜産様、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、肉色は良好、光沢が鮮やかで、締りが良く、きめ細やかで、脂肪質も黒毛和種

と同等の評価であり、その結果、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。 

 

優秀賞１席：出品番号（119 号） 合同会社小池牧場  様 

優秀賞２席：出品番号（122 号） 斎藤茂樹      様 

優良賞１席：出品番号（140 号） 株式会社イワイ牧場 様 

優良賞２席：出品番号（134 号） 株式会社糸賀牧場  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。 

 

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 4 年 2 月１6 日 

第 12 回チバザビーフ枝肉共励会 

（公社）日本食肉格付協会 関東支所長 末吉正実 

 


