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年内の生産・消費の国際比較   

一欧米とわが国との比較－  

吉  田  忠  

1は じ め に  

牛肉は，牛肉生産を直接目的に飼養される肉用牛からだけではなく，肉用牛や乳用牛の母牛  

からも生産される。また，本来は草食が基本である牛にわざと穀物を与え，脂肪の入った牛肉  

を生産している場合も多い。このように牛肉の生産形態は多様であるが，それだけではない0  

年飼養経営に目を向ければ，さらに幅広い多様性がみられるのである。そしてこれらの多様性  

は，それぞれの国における牛肉生産，牛飼養経営の特質という形をとってあらわれる。この特  

質を，日本，アメ～リカ，およびEC諸国，とくに西ドイツ，フランスとの牲較においてとら  

えようというのが，本稿の第1の目的である。   

一方，牛肉の消費に関していえば，風土と国民性によって形成された食文化的特質が，経済  

的社会的条件による牛肉の生産と流通の変化，あるいは食生活そのものの変化の影響を受けつ  

っも，慣性的な持続を示す場合が多い。上記各国の比較において，この牛肉消費にみられる特  

質をとらえて示すこと，そしてこれと牛肉生産・牛飼養経営における特質との相互規定性を明  

らかにすること－これが本稿の欝2の目的である。  

2 牛肉の生鹿   

（1）年飼養形態   

まず，牛肉生産にかかわる牛の飼養形態をとりあ机それぞれの国にみられる特質をまとめ  

てみよう。ここではそれを，牛の種類別（品種別，雌雄別），肥育形態別（牛肉生産を目指し  

た牛飼養の仕上げ段階＝肥育における期間の長さや飼料の種類）にみることにするo   

EC諸国のうち，西ドイツとフランスの牛品種をみたのが表－1である。これらのうち，肉  

専用種はフランスのシャローレとリムジンのみであり，その他は基本的には乳用種である0七  

だし，ドイツ黒白種，ドイツ赤白種，F．F．P．N．のようなフリージャン種系も，またドイツブ  

ラウンスイスも，アメリカやカナダ（および日本）のホルスタインやブラウンスイスのような，  

奇型的なまでの乳用種への特化はみられないl）。また兼用種というほどではないが・ドイツシ  

ンメンタールやノルマンディ種等は，比較的高い産肉能力をもっている0   

このような西独・仏両国における品種別牛飼養は，はぼそのまま品種別の牛肉生産ほ反映す  
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吉田 忠：牛肉の生産・消費の国際比較   

表1西ドイツとフランスにおける牛の品種   

（注）西ドイツは，AD町動画頓頼ゆ頻如亘れ即妙守鱒（農政諏査委員会『海外畜産物市場動向  

等諦査一西ドイツ，フランス，オランダにおける牛の飼養と牛肉生産－』1985，5頁），フラン  
スは，SCEES，RecensementGdnd和Ide L’J4griculiure1979，傲）（農政調査委員会『海外畜産物  

市場動向等調査－フランスにおける牛肉の生産・流通の構造と動態－』1984，25貢）。なお，F．  
F．P．N．は，Frangai＄e Frisonne Pie Noire の略。  

る。後述の肥育専門経営による場合を除き，牛肉生産の大部分が牛乳壁産との結合において行  

なわれており，オス子牛や更新用以外の若メス牛だけでなく，乳用母牛も4～5才までに牛肉  

生産に向けられる場合が多いからである。   

これに対しアメリカでは，乳用種飼養頭数の比重は年金体のそれの1割強にすぎない（その  

7～8割がホルスタインと推定きれる）。加えて乳用種のオス子牛は子牛肉生産に向けられる  

場合がまだ多いため，牛肉生産における乳用種の比重はさらに低い2｝。すなわちアメリカの牛  

肉生産は，そのほとんどが肉専用種によって担われている。もうひとつアメリカの特質は，各  

品種の2元，3元交配の交雑種によって牛肉生産が行なわれていることである。もっとも一般  

的な交雑種は，へレフオード，アンガスのイギリス系両品種のFlに，シセローレ，シンメン  

タール等の大陸系品種（メキシコ湾岸ではインド系のプラーマン種）をかけたものである。   

一方，よく知られているように，わが国の品種別年飼養は，約3今の2がホルスタインを中  

心とする乳用種であり，残る和牛の約9割が黒毛和種，1割弱が褐毛和種である。そして乳用  

種のオス子年，老廃母牛のほぼ全量が牛肉生産に向ゆられるため，品種別の牛肉生産もほぼこ  

の比率になっている。   

次に雌雄別であるが，これを西独・仏・米・日の4国の年間牛と畜頭数の内訳でみたのが表  

岬2である（ただしアメリカに関しては，  直接牛肉生産に向けられるメス子牛と去勢子牛の区  

別をしていない）。一般にメ   は，成長が遅れ産肉効率が低い代わり，肉に脂肪が入りやす  

く，やわらかさ，香りや肉汁の豊かさ等で優れた肉質の牛肉をもたらす。オス牛はその逆であ  

り，産肉効率が高い代わりに，その肉質は堅く juicelessである。去勢牛による牛肉生産は，  

いわばオスをメスイヒすることによってより美味な牛肉の生産を志向することである。   

表－2は，アメリカでは牛肉の8勤までが，直接牛肉生産を目的とする若メス牛・去勢牛の  

飼養（しかもその9割はグレーンフェッド＝穀物給与による肥育）によって生産されているこ  
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衰2 西独・仏および日・米における雌雄別と畜頭数（単位：千頭，かっこ内 ％）  

母  牛l   計  去勢牛 t オス牛l若メス牛  雌 雄 別  

4，589．6  
」叩0」朝   

4，535  
（100．0）  

西 ド イ ツ   
丑鍼3） 

フ ラ ン ス   

（1983）  

6臥9  

且遡   
780  

（17．2）  

去勢牛・若メス牛  
雌 雄 別  

（肥育形態別）   
種雄牛等  母  牛   

写ご；宕lグラスフェッド  
36，649  
（100．0）  

7，597  
（20．7）  

ア メ リ カ  
（198封   

雌 雄 別  

（品 種 別）  

2・514  汎730l （70．2）l （6・9）  
和  牛  

去勢牛  オス牛   去勢牛  メ ス牛  

（3豊ア…）l（。チ宇）t（壬b喜ヲ喜）  日 
（1983）本l（1雲ヲ墓）  （。．芸）l（3箋苧冒）   

（注）西ドイツは義一1と同じ，（『海外畜産物市場動向等調査』1985，7頁），フランスは，ITEB－   
CNE，エαffgf閏α紹血劫びズ乃gg和才5玖ヲPβ瑚g仁助郎J剖招，1984（『海外畜産物市場動向等諏査』   

1984，31貢），アメリカは，USDA，LivestochandMeat－Outtooh＆SituaLion－，1984・12，日   

本は，農水省『食肉流通統計』1983。  

〔哺育・育成〕3～4カ月齢まで 〔肥育〕集約的＝高カロリー，粗放的＝低カロリー  

琵軍警重苦≡蓉幣 

t2）アメリカ  

）   

純粋種飼養  pure breeder 
（ブリーダー的子牛生産）  

交雑種飼養  計画的  

交 配  

cow－Calfoperation  
（コマーシャル子牛生産）  

（放牧中心）  

離乳（6～9カ月齢）  

福海重病転うV‾‾： →誓  

蒜        橋詰冨田場残繹）feeding。P。rati。n  
（肥 育）  
（feedlotでの穀物給与）  

（注）吉田忠「西ドイツにおける牛肉の生産と流通」（前出『海外畜産物市場動向等調査』1985），  
吉田忠「牛肉生産」（逸見謙三監修『アメリカの農業』，筑波書房，1984年），参照。  

図1西ドイツとアメリカで一般的にみられる肥育形態  
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喜田 忠：牛肉の生産・消費の国際比較  

と・また日本は，乳用種母牛の比重が高いが，若メス牛（和牛）と去勢牛（乳用種・和牛）に  

よる牛肉生産が過半である点でアメリカと共通すること（逆にいって両国ともオス牛による牛  

肉生産はぜロに近いこと）等を示している0これに対し西ドイツとフランスの牛肉生産には，  

オス牛からのそれの比重が高いという顕著な特質がみられる0たしかに両国とも母牛からの牛  

肉生産の比重が高い0しかし西ドイツのと番数の51％，フランスのそれの20％がオス牛である  

ことば・注目に値する0（フランスのそれが西ドイツよりも低いのは，′ フランスが肉専用種を  

もっており・かつてはそれを去勢して農作業に使っていたこと，後述のように西ドイツでは牛  

肉消費がより脂肪の少ないものに志向されていること等によるものであろう。）   

実は1960年どろからのホールコーンサイレージ給与によるオス子牛若齢肥育の普及は，EC  

各国にみられる事実である0最後に・オス子牛肥育の比重が高い点でEC諸国の特質をより  

よくそなえている西ドイツをとりあ帆日本およびアメリカと肥育形態の比較巷行なってみよ  

う0図－1は西ドイツとアメリカ・図－2は日本の一般的な肥育形態のあらましを図示したも  

のである0さらに細かい点は両図の（注）に示した文献にゆだね，基本的な部分に目を向けれ  

ば，以下のような差異を指摘することができる。   

西ドイツでは・乳用母牛からのオス子牛が去勢されぬまま，集約的肥育の場合は15～18カ月  

齢（550～620kg）まで・また粗放的肥育の場合で20～22カ月齢（500～600kg）まで飼養され  

る04カ月齢ぐらいからの肥育段階では・配合飼料や麦類等の濃厚飼料も給与されるが，主要  

15－18カ月齢  
（600～650kg）  月齢〔肥 育〕（舎飼）  

6～7カ  
〔哺育・育成〕（舎飼）   

（悪罵駅表撃予習聖顔芋類等））  （福邑遥簑謂謂㌢）  

（2）和 牛  

和年母年  

トナ卓苧宇品遭野  〔哺育・育成〕（舎飼中心）  

（余話●（藁葺謂雪完㌢）  

十」ト†28～30新橋  
（650～700kg）   8～9カ月齢〔肥 育〕（舎飼）  

（琵詐誓逓謂習短芋類等））  

（注）吉田忠「肉用年飼養の経営革新」（頼平・阿部亮耳編著『農業経営の革新』富民協会，  

1986年）等参照。  

園2わが国の一般的な肥育形態  
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な飼料はホールコーンサイレージであり，給与カロリーの50～60％を占める0すなわち，ノホー  

ルコーンサイレージ中心の短期肥育という特色をもっている。   

一方アメリカの肉牛肥育は，母牛といっしょに放牧されていたコマーシャル子牛が，その離  

乳（6～9カ月齢）後，3～6カ月間，粗飼料のみで肥育素牛に育成され（StOCkeropetation  

とよばれる），それから臨edlotに入れられて，3～6カ月間，穀物給与により肥育される，  

という形態をとっている。西ドイツと同じく短期肥育であるが，穀物中心の肥育段階をもつ点  

に特色がみられる。ただしこの肥育段階は，ここ10年釆急速に短縮されつつある0   

最後に日本である。乳用種去勢牛に関して，北海道を中心に若齢肥育（15～18カ月齢，600  

～650kg）もみられるが，脂肪交雑を目指して20カ月齢以上（700kg以上）も長期間肥育さ  

れる場合が多く，加えて育成段階から配合飼料や穀物が十分に与えられる。この特色ほ和年に  

おいてより霜著であり，メスの理想肥育などの場合，2年間以上肥育されることも珍しくはな  

い。わが国の特色は，このように穀物給与によって長期間肥育されることであり，かつその肥  

育期間に短縮のきぎしがまだみられないことである0   

以上みてきたように，日・米・西独の牛飼養形態には，乳用種オス牛をホールコーンサイレ  

ージ中心で短期肥育する西独，肉専用種（交雑種）の去勢牛やメス牛を放牧と粗飼料給与で育  

成したあと短期間肥育するアメリカ，乳用種去勢牛と肉専用種（和牛）の去勢牛・メス牛を長  

期間（後者の場合とくに長期間）穀物給与中心で飼養する日本，という差異が存在する0  

（か 牛飼養経営   

粗飼料供給と穀物給与を通して，土地利用型畜産と加工型畜産との両側面をもっている肉用  

牛飼養が，どのような形態，構造の農業経営（ないし経営部門）によって担われているか－  

この点の国際比較は農業経営学的に興味ある問題であるが，本稿の狙いは牛肉の生産と消費と  

の対応関係をさぐろうとするところにあるため，ここでは，牛肉生産にかかわる牛飼養の各段  

階がいかなる形態，構造の農業経営（部門）によって担われているか，をみるにとどめたい0   

まず西ドイツである。既述のようにここでの牛肉は，基本的には，酪農経営における母牛出  

荷とオス子牛肥育という乳肉複合の形で生産される0しかし搾乳用母牛（経産牛）をもたぬ牛  

飼養経営が13％（1983年）もあり，その多くはオス子牛肥育・ないしメス牛育成の専門経営だ  

といわれる。とくに，ニーダーザクセンからノルトラインヴュストファーレンにかけての北部  

平原畑作地帯，バイエルンとバーデンヴュルテンペルクにまたがる南部盆地畑作地帯には，オ  

ス子牛肥育が密集しており，その専門経営数は牛飼養経営総数の1割をこえると推定されてい  

いる。   

このオス子牛肥育専門経営数の増加はフランスにおいてもみられるが，両国に共通する特徴  

は，牛乳生産から分離独立したオス子牛肥育が畑作と結びついた複合埠家族経営によって営ま  

れていることである（この意味でオス子牛肥育専門経営という言葉は不正確である）0 たとえ  
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吉田 忠：牛肉の生産・消費の国際比較  

ば西ドイツでは，養豚・養鶏経営が加工型経営（Veredlungsbetriebe）とよばれるのに対し，  

酪農と肉牛肥育経営は飼料作経営（Futterbaubetriebe）とよばれる。これは，酪農がおもに  

草地（放牧採草地）の利用，一部畑地での飼料件物栽培によって営なまれ，オス子牛肥育が畑  

地で栽培されるとうもろこしのホールコーンサイレージにおもに依拠して行なわれることによ  

る0いずれも家族経営が基本である執大規模な畑作と酪農を複合的に営んでいる農業経営に  

なんらかの事情で労働力不足が生じたとき，オス子年肥育に転換した，という場合が多いよう  

である0肥育の方が搾乳よりも労働粗放的であり，かつ，とうもろこし栽培には肥沃で広い畑  

地が必要なためである（平均よりやや大規模な略農靂営は，普通，飼養規模100頭前後のオス  

子牛肥育経営に転換する場合が多いが，その際とうもるこし栽培に15ヘクタールぐらいの畑地  

を要し，かつとうもろこしは3年輪件をせねばならぬため，全体で50ヘクタール前後の畑地が  

必要になる）3）。   

次にアメリカである。そこでの肉用牛経営についてはすでにのペたことがあるが，それは以  

下のように要約される4）○ まず，飼養形態の諸段階，すなわち純粋種のブリーダー的子牛生産，  

交雑種のコマーシャル的子牛生産，肥育素牛の育成，肉薄肥育が，それぞれ Pure breeder，  

COⅥトCalfoperator，StOCkeroperator，f6edlot とよばれる独立の経営ないし経営部門によって  

担われている○ただしこれは基本形態であり，いくつかの段階を単独の経営（部門）が担当し  

ている形もみられる。とくに近年，コマーシャル子牛生産と肥育素牛育成を結合した cow－  

Calfiyearling operatorが増加しているようであるS）。   

このうちpure breederとcow－Calfoperator は，放牧と乾草生産に依拠しているがゆえ  

に，家族経営が基本となる。とくにPure breederは専門化した家族経営が多いが，COW－Calf  

OperatOr のうち，穀作経営の副次部門としての中西部のそれらや農外兼業と結びついた南東  

部のそれらの規模は零細である。ただし，ロッキー山麓から南西部にかけて広がる伝統的牧場  

（ranch）のCOW－Calfoperatorば，家族労働力プラス雇用労働力によるものが多く，また南  

東部のフロリダ等には資本制企業による大規模なコマーシャル子牛生産もみられる。なお，肥  

育素牛育成が独立に経営されるときは，家族経営的な穀作経営の副次部門という形が多い。放  

牧や圃場残揮物による育成が一般的だからである。   

一方，穀物給与を中心とするねedlotには，コーンベルトの家族経営的穀作経営における穀  

物「加工」部門としての加merf由dlot（農家フィードロッり と，大平原南部や南西部の大  

規模な資本制企業であるCOmmerCialf由dlot（企業的フィードロット，その多くは巨大規模  

の穀作企業にインテグレートされている）とがある。USDA統計は，飼養規模1，000頭を両者  

のボーダーラインとしているが，1970年代後半以降，払rmer f6edlot に対する COmmerCial  

絶edlotの優越が顕著な傾向になっている。   

最後にわが国である。基本的な経営形態は，乳用種に関して，繁殖担当の酪農経営，肥育素  

牛育成担当の育成経営，肥育担当の肥育経営に分かれ，和牛では，繁殖・育成担当の子牛生産  
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経営，肥育担当の肥育経営に分かれる。しかし近年，酪農経営がオス子牛の素牛育成や肉牛肥  

育まで行なう乳肉複合経営，乳用種を初生子牛から肉牛まで仕上げる育成・肥育一貫経営，和  

牛の繁殖・育成・肥育を行なう和牛一貫経営の増加傾向がみられる。   

これらの経営の構造は，子牛生産経営のみならず育成経営や肥育経営においても家族経営が  

基本的である。アメリカとは異なる購入濃厚飼料中心の肥育経営においても，基本が農家フィ  

ードロ少トであることば，大量の肥育素牛の確保，雇用労働力や畜舎敷地の調達等に経営経済  

的な問題が数多く残されているためである。だからその条件を克たすようなところでほ，農外  

資本（スーパー や食肉加工資本，家畜商や食肉問屋等），農業協同組合等による企業的な肥育  

経営もあらわれており，それは育成経営や一貫経営にも及びつつある0   

以上みてきた肉用牛経営の形態と構造をまとめると，以下のようになる。経営形態は国によ  

って異なるが，繁殖ないし子牛生産，肥育素牛育成，肉牛肥育等の肉用牛飼養における各段階  

が，単独に，または結合されて肉用牛経営（部門）によって担われている0そして，西ドイツ  

のオス子牛肥育経営の独立化を除き，一貫経営化傾向，すなわち各段階の結合の進展がみられ  

る。経営構造は，粗飼料給与が中心である子牛生産経営では一般に家族経営が基本である。 

これは，母牛や子牛にも比較的多量の濃厚飼料を与えるわが国の場合も例外ではないが，アメ  

リカには歴史的な大土地所有と結びついた大規模資本制企業もみられる。一方，肥育経営にお  

ける経営構造は，きわめて多様である。ホールコーンサイレージ給与を通して土地利用により  

緊縛されている西ドイツでは，家族経営が基本であり，土地利用から完全に分離されていない  

が穀物給与が中心であるアメリカのフィードロットでは，大規模な企業的フィードロットの進  

展がみられる。土地利用から完全に切り離されているわが国の肥育経営では，飼料給与以外の  

条件に規定され，一部を除いてなお家族経営が支配的である。  

1）現在，フランスのF．軋P．N．，西ドイツのドイツ黒白種やドイツ赤白種では，アメリカやカナダか  

らの種雄牛，精子，受精卵等の輸入によるホルスタイン化が急速にすすめられている。西ドイツの  

ドイツブラウンスイス種も同様である。   

2）アメリカにおける乳用種去勢牛の肥育については，吉田思「アメリカにおける乳肉複合経営」（『畜  

産の研究』37巻8号，1983年），参照。   

3）これらのオス子牛肥育経営ほ，一般的には，酪農経営から初生子牛を直接あるいは農協・家畜商経  

由で購入し，哺育・育成・肥育の各段階を一貫的に飼養する場合が多いが，南部めバイエルン州に  

は，哺育段階の終った80～100kgの子牛が上場される家畜市境が存在しており，オス子牛肥育経  

営はそこで子牛を購入する場合が多い。また同州には，哺育終了後の子牛を購入し，それにおもに  

ホールコーンサイレージを与えて170～180kg の肥育素牛（Fresser とよばれる）に育成する経  

営（その多くはオス子牛肥育経常によって兼営されている），およびFresserが上場される家畜市  

場が，一部ではあるがあらわれている。   

4）吉田忠・宮崎昭『アメ、リカの牛肉生産』（農林統計協会，1982年），吉田忠「牛肉生産」（逸見謙三  

監修『アメリカの農業』，筑波書房，1984年），参照。   

5）ERS，USDA，The U．S．BeげCou）－CbUZndustYy，Ag．Econ・Report515，（吉田忠訳『アメリカ  

における子牛生産』，全国農協中央会国軽部，1985年），参應。  
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3 年肉の消費  

（1）食生活における牛肉消費   

牛肉消費はそれだけをとりあげても無意味である。問題は，牛肉消費が食生活全体のなかで  

いかなる位置を占め，いかなる意味を栄養的，経済的，文化的にもっているか，であろう。こ  

のような見地から牛肉消費の特質がとらえられたとき，牛肉の生産と消費をめぐる相互規定性  

も明らかになる，とみてよいであろう。   

とはいうものの，食生活全体の構造的特質の把握からはじめることは，容易ではない。そこ  

で，問題をみる視角を，川食肉に魚貝類を加えた肉類の消費構造にみられる特質，（ロ洛国の代  

表的な日常的牛肉料理にみられる調理形態の特質，←う第2次大戦軋とくに1960年代ど扇ゝら  

牛肉消費形態にあらわれた諸変化，の3つにしぼることにしたい。のちに示すように，これら  

は牛肉消費の経済的，社会的，文化的な特質をさぐる重要な手がかりを与えてくれるからであ  

る。   

まず欝1は・その国で支配的に消費されている肉類の種類に応じて食事様式を牛肉型，豚肉  

型等に分けようとするものであるが・基本的にいえば，牛肉型よりも魚肉型，豚肉型の食事様  

式の国において，料理め種類や諏理の形態がより多様になっている¢）0 とくに豚肉型の場合，  

「焼く」・「煮る」，「揚げる」等多様な形で，しかも各種の調味料や添加物を用い，より多くの  

時間と手間をかけて謁理きれることが多いが，これはそこの牛肉料理にまで及んでいる。   

この年肉料理における調理形態が第2の問題であるが，これについてはすでに書いているの  

で簡単にのペる7）0肉そのもので優れた味覚をもたらしうる牛肉は，普通，簡単な調理でテーブ  

ルにのせられる0 とくに，やわらかく香りやjucinessに富んでいる高級な部位は，ステーキ  

のようなただ「焼いた」料痙でおいしく食べられる。ただし，比較的整い低級な部位は長時間  

丁煮る」ないし「煮込む」調理に向いている0なお，最高級部位を短時間「煮る」形のスキヤ  

キは・こゐ意味では例外的存在であるが・それをもたらしたものは明治期日本人に特異な牛肉  

観ないし獣肉摂取忌避意識であった8〉。  

最後の1960年代以降の変化の問題であるが，各国ともこの時期，食生活をめぐる経済的，社  

会的条件が大きく変わり，それにともない食生活と牛肉消費の形態にも顕著な変化が起きてい  

る0〔七の変化を通し・逆に各国の牛肉消費形態の特質をとらえようというのセある。   

（2）牛肉消費形態  

∴表十3は・肉類消費量を国別にみたものである0年・豚・家きんの食肉消費量ではアメリカ  

が抜群であり，続いてフランス，西ドイツと続き・日本ははるか低いととろに位置する。しか  

し魚貝類の消費量は，日本が圧倒的に高い0食肉の内訳をみると・アメリカで牛肉の比重が高  

く・西ドイツ，フランス・とくに前者で豚肉の比重が高い0この数字の示すかぎりでは，アメ  
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表3 国民1人当たり肉類消費量（1982年）  

牛 肉l豚 肉l家きん肉】魚且類  

出所：アメリカ，フランス，西ドイツは，OECD，風聞∂C如肌用ゆ拓川  

馳毎払，乃乃～J麟（1985），日本は農水省『昭和57年度食料需  

給表』（1984）より。食肉は技肉ベース。牛肉は子牛肉をふくむ。   

リカは牛肉型，西独・仏両国は豚肉型，日本は魚肉塾ということになる。これは，豊かな草原  

の開拓にはじまったアメリカ，「中世の森の中で」のカシの実による養豚が食肉の中心であっ  

たヨーロッパ大陸紆｝，四方を海に囲まれた日本というように，まずなによりも風土で艶明さ  

れるであろう。しかし，その風土を利用して，栄養的，経済的，社会的になんらかの意味を  

もっている食事様式をつくりあげたものは，いうまでもなくそれぞれの国民の歴史的営為であ  

る。   

さて先にものペたように，この食事様式の型はその国の牛肉料理の調理形態に大きな規定性  

をもっている。その一方の極に位置するのが典型的な牛肉型をとるアメリカであり，ただ焼く  

だけのシンプルなステーキが牛肉料理で支配的である。ステーキにとっては・食材の肉質・と  

くにやわらかさ，香り，juicinessが重要であるが，そのためには赤身の部分にある程度脂肪  

が入っている必要がある。そのような牛肉を生産すべく，穀物給与による肉牛肥育がアメリカ  

ではじまったのである。   

その反対の極は，豚肉型をとるフランスと西ドイツ，とくに西ドイツである0西ヨーロッパ  

の大陸部は概して豚肉圏であるが，とくに西ドイツでは多様な形態のソーセージを中心に鬼大  

な量の豚肉が消費されている。そしてテーブルミートとpL／ての豚肉も・braten（〔英〕roast，  

broil，grill）という「焼く」形のほか，kochen（〔英〕cookby boiling）・SChmoren（〔英〕  

steⅥ7）等の「煮る」ないし「煮込む」形をふくむ多様な形態の調理で消費されている0   

これにともない牛肉料理の調理形態も，「煮る」ないし「煮込む」形が支配的となる0た  

しかに西ドイツのスーパNや専門店でもっとも多く売られている牛肉はRinderbraten o・  

Knochen（骨ぬきプラーテン用）．であるが，それは必ずしもroastやbmil向けではない10）o  

bratenには，脂肪の少ない肉をバターや香辛料で下どしらえしてオーヴンやグリルで「焼く」  

形（DietrockeneMethode，〔英〕cookwithdryheat）と，脂肪の多い肉をbraten用深鍋  

（Brattopf）で「煮込む」形（Dief6uchteMethode，〔英〕cookwithwetheat）とがあるが，  

年内のbraten料理は，普通，ブロック肉をまずこげ目がつくぐらい焼き，次にそれを煮込ん  

だものであり，テーブルの上でスライスして食べる形である11）。（実は，シチューにすること  

もSChmorbratenとよばれる。）  
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「煮る」ないし「煮込む」形が牛肉の基本的な調理形腰である点は，フランスにおいても同  

じようにみられる。そこでの代表的な牛肉料理が，長時間 boil（ゆで煮）した Pot－auqftu，  

（ポ＿・ト・フ）・iワイン等でbrais岳（蒸し煮）したDaube（ドープ），Boeuf畠1a rnode（ブ  

フ・ア・ラ・モード）やBoeufえ1a bourguignonne（ブルゴーニュ風煮込み）等であること  

が，それを示している12）。そもそも，「焼く」料理の代表であるビーフステーキ，ローストビ  

ーフのフランス語のbi鬼teck，rOSbifは，イギリスからの外来語である（西ドイツに至っては，  

Bee鈷teak，Roastbeefとそのままの英語を使っている）。   

フランス料理の特徴は，なんといっても「煮込むこと，煮つめる操作」にある1鋸，といわれ  

るが，これはむしろ豚肉型の食事様式の特徴としてみることができよう。そしてこの調理形態  

は，普通，牛肉の肉質のデメリットとされる点，たとえば堅さ，脂肪の少なさ等をカバーして  

くれる。堅い肉の場合はむしろ向いている，といってよい。   

わが国に伝統的な牛肉調理形態は，高級肉とくに赤身の部分に脂肪が日に見える形で入った  

牛肉（脂肪交雑の入った牛肉）竃，、短時間「煮る」形である。一般に；，牛肉を長時間「煮込  

む」となかの肉汁や香りがスープに溶出し，牛肉そのものは堅いjuicelessなものになってし  

まうが，もし脂肪交雑が入っているとやわらかさが保たれ，て「煮る」時間が短いかぎり肉汁や  

香りの溶出もある程度おさえられる。この脂肪交雑は，どのような品種の肉用牛でも過剰カロ  

リーを長期にわたって与えるとあらわれるが，とくに出やすいのは和牛であり，しかも長期肥  

育をすると鹿の子状に美しくあらわれることが多い（いわゆる霜降り肉）。わが国で，和牛の  

長期肥育が行なわれ，乳用種の肥育も長期化しているのは，このためである。   

以上みてきたように，アメリカ，西独・仏，日本の各国とも，それぞれに固有な伝統的牛肉  

調理形態をもっており，また，それぞれの調理形態にはそれに相応しい肉質の牛肉が対応的に  

存在しているのである。最後の問題は，この伝統的な牛肉消費が第2次大戦後，とくに1960年  

代以降，どのような変質を蒙りつつあるか，である。   

アメリカでグレーンフェッドビーフが一般化したのは1950年代以降であり，フィードロッ  

トはステーキ消費とともに発展した。その後，大量にと畜される母牛を中心に ground beef  

（ミンチ）の消費が増大し，現在オーストラリアからの輸入物をふくめて消費量の50％以上は  

ミンチの形である，と推定き串ている14）。しかし近年とみに践在化してきた傾向は，健康問題  

への関心増大からくる脂肪の少ない赤肉消費への傾斜であり，さらに経済問題が加わることに  

よってもたらされる牛肉消費の傾向的減退である。その結果，1975年のどークから79年の底近  

かせて20％近い生産・消費の減退が生じ，1920年代かち判で押したように10年間隔でくり返さ  

れてきたキャトルサイクル（肉用牛飼養頭数の増減サイクル）が，1980年代に入ってはじめて  

狂うことになった15）。   

西ヨーロッパで1960年代以降，もっとも顕著な変化巷牛肉消費で示したのはフランスである。  

この国では，第2次大戦後，ステーキやローストビーフのような「焼いた」料理の普及がはじ  
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まり，60年代以降その増加は急である。大都市にはアメリカ風のステーキハウスがあらわれ，  

ステーキの家庭内消費も高所得者層から増加している。そのため，フランスでは，背からもも  

にかけてピストル型にカットした枝肉（後単部）ば消費が偏りつつある。この部位が「焼く」  

諷理に向いているからである。   

その一般的背景には，「素材には新鮮で良質のものを用い，できるだけ手間をかけずに料理  

すること」を主眼とする「新しいフランス料理」（ヌーベル・キュイジーヌ）への転換がある  

がl¢），とくに牛肉に関していうと，所得向上による高級肉志向，冷蔵技術進歩による食肉鮮度  

維持の向上，有美主婦増加による調理簡素化要求の増大，健康問題への関心増大（煮込み料理  

の高脂肪・高カロリーへの反省），および第2次大戦後のアメリカ文化の影響等が，普通あげ  

られている。   

一方西ドイツであるが，ここでは「焼く」調理への転換はみられない。異常なまでの健康問  

題への関心増大のなかで，伝統的な調理形態を残したまま，脂肪の少ない赤肉への志向だけが  

急速に高まりつつある17）。このような事態をもたらした要因はいろいろあり，その基部には食  

文化を支えるドイツ人の国民性のようなものが横たわっているのであろうが，筆者は，大量の  

ソーセージ類消費が重要な役割をはたしている，と考えている。   

西ドイツでも有美主婦の増加は顕著であるが，フランスとは異なり，それによる調理時間節  

減要求がソーセージ類を中心とする kalte K仏Che（周知のように，これは西ドイツの夕食で  

一般的である）で間に合わされている。その結果，伝統的な豚肉の大量消費はいっこうに衰え  

をみせていない。一方，近年先進諸国で高まりつつある健康問題への関心は，西ドイツでとく  

に強いが，それがはね返って牛肉に集中している。動物性脂肪忌避が牛肉の赤肉志向を強くす  

すめており，それが消費者サイドだけでなく生産者サイドや畜産関係者までまき込んでいるの  

である。さらにいえば，この脂肪の少ない赤肉志向の増大は，「煮る」ないし「煮込む」調理  

の残存と結びつく。   

最後にわが国の牛肉消費形態の変化であるが，これについてもすでにのペたことがあるので，  

ここでは要約にとどめる18〉。わが国では1960年代なかばから，伝統的な形態以外の調理法に  

●● よる各種の牛肉料理が急速に広まりつつある。その主要なものは，濃いたれをつけて焼く「焼  
肉」，ハンバーグをはじめとする各種のミンチ料理，カレーやシチューのような「煮込み」料  

理である。いうまでもなく前二者は「焼く」形の調理にしたがう。すなわち調理形態の多様化  

をともなう料理種類の多様化であるが，その背景には，1960年代なかば以降のダラスフェッド  

ビーフ輸入の増加，乳用種去勢牛若齢肥育の本格化等による肉質多様化をともなった牛肉消費  

の増大があった。  

（3）．結   び一年内の生産と消費の対応関係一  

最後に，以上みてきた牛肉消費の国別比較をとりまとめ，そこにみられる特質と，各国の牛  
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内生産と牛飼養経営におげる特質，とくに前者にみられる特質との間の相互規定性を示すこと  

にしたい。   

まずアメりヵであるが，ステーキの形での消費が中心であり，赤身の部分に脂肪の入っ、た牛  

肉が需要されてきた。しかし健康問題への関心増大に経済問題が加わって，脂肪のより少ない  

牛肉への急速な傾斜があらわれており，一方で低質な牛肉を中心にミンチ消費の急激な増大も  

＼ みられる。次に，西ドイツとフランスである。両国とも伝統的には，低質な牛肉を「煮る」な  
いし「煮込む」形の調理形態，すなわち豚肉型の食事様式にしたがう牛肉料理で消費してきた  

が，第2次大戦後のフランスでは，ステ「キを中心に「焼いた」牛肉料理による消費が広がり・  

ある程度脂肪の入った（後半部位の）牛肉が求められつ？ある0これに対し西ドイツでは，豚  

肉の大量消費および健康問題への関心増大と相まって，伝統的な調理形態のまま脂肪のより少  

ない赤肉への志向が強まりつつある。最後に，その特異な牛肉調理形態に規定されて脂肪交雑  

の豊かに入った最高級の牛肉が求められてきた日本であるが，近年，料理の種類とともに調理  

形態の多様化がすすんでおり，それにともない需要される牛肉の肉質も，脂肪の少ない赤肉を  

ふくめて多様化しつつある。   

もし各国の牛肉消費の特質が以上のようにまとめられるとすれば，それと各国の牛肉生産の  

特質との間の対応関係は比較的明瞭であろう。   

アメリカでは，ステーキを中心とする消費形態と結びついて，肉専用種の去勢牛や若メスに  

穀物を与えて肥育するフィードロットが発展してきたが，近年の脂肪のより少ない牛肉への需  

要増大がフィードロットでの肥育期間の短縮をもたらしている。一方，西独・仏両国をはじめ  

とする西欧諸国では，1960年代以降，ホールコーンサイレージによる乳用種オス子牛の若齢肥  

育が増加しているが，それが国内消費と順調に結びついているのは，伝統的な調理形態のなか  

で赤肉志向を強めている西ドイツである。ステーキ等「焼く」調理への傾斜を示しつつあるフ  

ランスでは，その多くが輸出に向けられており1鋸，国内で主として消費されているのは乳用母  

牛，および乳用種や肉専用種の去勢牛，若メス牛を肥育した肉牛である。   

最後に，その特異な消費形態に規定されて和牛の長期肥育を追求してきた日本であるが，乳  

用種去勢牛肥育の増加や輸入牛肉の増大とともに調理形態と料理種類の多様化がもたらされつ  

つある。しかし乳用種去勢牛の肥育期間の長期化が示しているように，その生産形態は消費形  

態の多様化に十分対応していない。ここにわが国牛肉生産の基本問題があることは，多くの人  

が指摘している通りである。  

6）吉田忠「わが国牛肉消費の特質と動向」（『畜産の研究』39巻1号，1985年），参席。   

7）吉田忠「牛肉の消費・流通の相違」（『食の科学』68号，特別企画「牛肉需給の日米比較」，1982年），  
参照。  

8）同上，参照。   

9）堀米庸三編『中世の森の中で』（「生活の世界歴史」6，河出書房新社，1975年），21～22頁参應。  
なお，同書の冒頭にも掲げられている「べリー侯のいとも華麗なる時祷書」11月をみよ。  
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10）寺田忠「西ドイツにおける牛肉の生産と流通」（農政調査委員会『海外畜産物市場動向等調査岬  

西ドイツ，フランス，オランダにおける牛の飼養と牛肉生産－』，1985年），21～22貢，参贋。  

11）たとえば，S．G．Sch6nfeldt，FleischgwichtcqmitP免状HumboldトTaschenbuchvedag，S．65～66  

等をみよ。  

12）吉田忠「流通と市場」（農政調査委員会『海外畜産物市場動向等調査－フランスにノおける牛肉の  

生産・流通の構造と動態－』，1984），102～107貢，参照。  

13）辻静雄「各時代のフランス料理」（木村尚三郎・志垣嘉夫編『概説フランス史』，有斐閣，1982年），  

165貢。  

14）これは，低質な牛肉をも「焼く」禍理で食べようとする工夫とみることができる。  

15）吉田思「アメリカにおける肉用牛飼養」（『都市と農村をむすぶ』4鴨号，1985年），参周。  

16）前出辻「各時代のフランス料理」，180頁。  

17）西ドイツの牛肉消費における異常ともいえるような脂肪摂取忌避については，前出吉田「西ドイツ  

における牛肉の生産と流通」23～25頁，参頗。  

18）前出吉田「牛肉の消費」流通の相違」，同「わが国牛肉消費の特質と動向」，参照。  

19）前出吉田「流通と市場」，79～80貢，参照。  
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