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　アニマルウェルフェアとは家畜を含む動物
が飼養されている間、より良い生活を過ごす
ために、飼い主やその管理者が飼育環境やそ
の管理法を整えるという意味である。
　世界的にアニマルウェルフェアの取組みが
なされている今、日本においても家畜につい
てのアニマルウェルフェアに取組む必要があ
るとの観点から、事務局を（社）畜産技術協
会において、平成19年度より採卵鶏と豚、
平成20年度よりブロイラーと乳用牛につい
て各々の家畜毎にその分野の関係者から成る
委員会を設け、アニマルウェルフェアに対応
した飼養管理のあり方についての指針を検討

してきた。平成21年度からは肉用牛につい
ての検討が進められる。
　今回、平成21年３月にまず採卵鶏と豚に
ついて「アニマルウェルフェアの考え方に対
応した飼養管理指針」が策定された。このこ
とは日本の畜産関係者の意識にも大きな変革
をもたらす事になると期待される。
　なお平成21年度にはこれに続き、ブロイ
ラーと乳用牛、平成22年度には肉用牛のア
ニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養
管理指針が策定される見通となっており、日
本でのアニマルウェルフェアのさらなる推進
に貢献するであろう。

アニマルウェルフェアに対応した採卵鶏と
豚の飼養管理指針が策定される。

2



3

　内閣府食品安全委員会の新開発食品専門調
査会は、平成21年２月24日、この下に設
置されている作業部会がまとめた、体細胞ク
ローン牛及び豚由来の食品の安全性に関する
評価報告書案をおおむね了承した。
　報告書案の内容は、体細胞クローン牛及び
豚とその後代（子孫）由来の肉や乳について、
栄養成分、遺伝毒性試験、ラットを使った毒
性試験、アレルギー誘発性、タンパク質の消
化性などについて調べた結果、従来の繁殖技
術で生産した牛や豚に由来する肉や乳と相違
がないことを確認したとするものである。な

お、この結論はアメリカ食品医薬局（FDA）
やヨーロッパ食品安全機関（EFSA）がクロー
ン家畜由来の食品の安全性についてだしてい
る結論とほぼ同じである。
　また、この報告書（審議結果）については、
広く国民から、意見や情報をメール、FAX
等で募集しており、その一環として東京（平
成21年３月24日）と大阪（平成21年３月
27日）で意見交換会が開催された。それら
の結果も踏まえた上で、食品安全委員会で安
全性について判断されるものとみられる。

体細胞クロ－ン牛および豚由来の食品は安全と評価
－内閣府食品安全委員会専門調査会－

ニューストピックス
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肉用牛の品種

　人類（新人）は今から15万年から20万年
前にアフリカで誕生したとされ、それからア
フリカを出て世界各地に移動しました。牛は
約9000年前、地中海東海岸地方、つまり人
類のアフリカからの出口の地域で家畜化され
たと考えられています。そして人類の移動と
共に世界に広がりました。移動の途中で他の
牛属の動物と交雑して、あたらしい遺伝子を
取り込んだ例もあったでしょう。しかし、大
昔の人達はアメリカ大陸やオーストラリア大
陸にまでは牛をつれて移動できなかったよう
で、南北アメリカに牛が持ち込まれたのはコ
ロンブス以降であり、現在の畜産大国オース
トラリアやニュ－ジランドに牛が持ち込まれ
たのは18世紀も末のことでした。
　ウシは初めは肉と乳と皮を得る目的で飼育
されたようですが、そのうち荷物を背中に乗
せて運搬したり（駄載）、車が発明されると
車を牽かせたり（牛車）、農耕に使ったりなど、
牛の利用の範囲は広がっていきました。犂（す
き）という漢字は昔の中国における農業と牛
の結びつきを示しています。日本へ牛を持ち
込んだのは弥生人であり、農耕技術とセット
で伝来しました。
　肉利用を目的としたウシの改良が行われ
て、実績をあげたのは18世紀のイギリスで

した。世界に先駆けた産業革命の結果、都市
に人口が集中し、そこでは役用能力は二の次
で、先ずは牛肉の生産能力が高い牛が求めら
れたという背景がありました。ヘレフォード
種、ショートホーン種、アバディーンアンガ
ス種など、現在でも肉用牛の代表的な品種と
して世界中で活躍している品種はこの時代に
生まれたものです。
　インド大陸で進化したゼブ牛（インド牛、
こぶ牛）は肉利用を目的に改良された歴史は
ないようですが、熱帯の暑さにへこたれない
能力、ダニなどの寄生虫に対する抵抗力が高
いことなどの特徴があるため、南アメリカや
オーストラリアなどを始めとする広い地域
で、牛肉生産をするための重要な遺伝資源と
して活躍しています。
　日本で改良された肉用牛は一括して和牛と
言われます。この中には黒毛和種、褐毛和種、
日本短角種、無角和種の４品種が含まれます。
いずれも役用牛として長い間飼育されてきた
もので、肉用牛としての歴史は浅い牛です。
和牛の中では黒毛和種が全体の95%以上を
占めるため、和牛と黒毛和種を同じ意味で使
うことがしばしばです。
　ここで、日本の代表的肉用牛である黒毛和
種と、イギリスが世界に誇るヘレフォード種
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の特徴を比較してみましょう。
　まず体の大きさ。成熟した雌牛の体重は、
黒毛和種では460kg前後、ヘレフォード種
は約600kgくらいです。発育速度はヘレ
フォード種の方が大ですが、それだけ餌も多
く食べるので、効率という点ではあまり差が
ないと見ていいでしょう。
　次は肉質。黒毛和種からの肉のキメは細や
かですが、ヘレフォード種の肉のキメは粗く
見えます。これは牛肉を食べたときの舌触り
にも影響します。霜降り肉になるかならない
かでも、断然黒毛和種に軍配があがります。
黒毛和種では、肥育が進むにつれて筋肉の中
にも脂肪が細かく沈着して霜降り肉になりや
すいのですが、ヘレフォード種では、肥育を
進めていくと、脂肪は筋肉の中にはほとんど
沈着せずに、大部分は皮下脂肪になってしま
います。ていねいに肥育しても無駄な脂肪ば
かりが増えるのです。こんな事もあって、今
や和牛は世界で最もおいしい牛肉を生産する
肉用牛として世界中で認められています。
　賢さ、物覚えの良さでは、黒毛和種はヘレ
フォード種より上です。役用牛から肉用牛
へ飼養目的が変わってからわずか50年程度
と、肉用牛としての歴史が浅い牛と、肉用牛
として改良されてから200年以上の歴史を
持つ牛の歴史の差かも知れません。オースト

ラリアは、外国では最も多くの和牛（Wagyu）
を飼育している国ですが、ここでもWagyu
は賢いと評判で、牧場の人達にはかわいがら
れています。賢いかどうかは役用牛としては
重要でも、肉用牛としてはあまり重要なこと
ではないのですが、賢いと言われるのは日本
人として悪い気がしません。
　ゼブ牛は、肉用牛としては肉が硬いのが欠
点で、ゼブ牛が重要な役割を果たしている
オーストラリアでは、ゼブ牛からもっと柔ら
かい牛肉を生産するための研究に力を入れて
います。ゼブ牛は黒毛和種に劣らず賢い牛だ
と思いますし、その上、どの牛も気品のある
顔をしています。さすが牛の国インドという
感じです。この点では黒毛和種はかないませ
ん。顔に気品があるかどうかは肉用牛として
重要なことではないと思いつつ、それでも私
は何となくうらやましい気がします。

松川　正（まつかわ　ただし）

畜産技術協会

セブ牛・カンガヤム（雄） ヘレフォード（雄）

黒毛和種（雌）

畜産おもしろばなし
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牛肉の部位と利用（料理）の仕方

　牛肉の部位は図に示すように牛部分肉取引規格に
より13の部分肉に分けられています。牛肉料理の
おいしさは、この牛肉という素材の選び方と料理の
仕方できまるので、部分肉の名前と特徴を知ってお
くことが重要です。

①ネック：ネック部分は筋が多く硬いので、シチュー
やビーフカレー、スープなどの煮込み料理とし
て適しています。また、挽肉の材料としても用
いられています。

②かた：うでの部分を総称して牛かたと呼んでい
ます。筋膜や筋が多いので、肉質も硬く、煮込
み料理やスープの材料として適しています。し
かし、みすじは肩甲骨の内側にあり、軟らかく、
さしみや焼き肉として重宝されています。

③かたロース：かたに位置するロース部位で、比
較的軟らかであり、霜降り状の脂肪交雑が入り、
各種の牛肉料理に用いることができますが、特

にすき焼き等の薄切り用に適しています。
④かたばら：かたの部分にあるばら肉で、厚みのあ
るのが特徴であります。かたロースに接する一
部は脂肪交雑がよく入り、英名で「ショートリブ」
と呼ばれる部分です。韓国料理のカルビ焼きの
うち、高級なものはこの部位を使用します。そ
の他の部分は多くが挽肉の材料になります。

⑤ヒレ：ヒレは軟らかく、脂肪もそれほど入ってい
ません。料理としては、ステーキ、焼き肉、か
つ等にするのが最高です。ヒレの名の由来は、
フランス語からであり、英語ではテンダーロイ
ンです。

⑥リブロース：通常ロースといわれている部分で、
霜降りが入りやすいところです。リブロースも
サーロインと同様ですが、リブロースはロース
芯、その他の筋肉より構成され、味も深みがあ
ります。料理は何にでも向いていますがステー
キ、すき焼きが最高です。

6

牛肉の部位（牛部分肉取引規格に基づく部分肉）

新編 食肉の知識　（社）日本食肉協議会

① ネック
② かた
③ かたロース
④ かたばら
⑤ ヒレ
⑥ リブロース
⑦ サーロイン

⑧ ともばら
⑨ うちもも
⑩ しんたま
⑪ らんいち
⑫ そともも
⑬ すね
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⑦サーロイン：サーロインは腰椎部分の胸最長筋で、
表面に背脂肪があり、料理としては厚切りにし
てステーキ、薄切りにして焼き肉、すき焼きや
しゃぶしゃぶ、ブロック肉としてローストビー
フなど全ての料理に用いることができます。

⑧ともばら：リブロースとサーロインに接続するか
たばらの後方に位置します。通常「バラ」と呼
ばれ、筋や筋膜が多いので、薄切りや煮込みに
用います。焼き肉はカルビ焼きとして非常に美
味しく、人気があります。

⑨うちもも：もも肉で最も重量的に占める割合が多
い赤身肉です。ほとんどの牛肉料理に適し、ブ
ロックで使う場合はローストビーフ、たたき用
として用いられます。

⑩しんたま：赤身肉で、ステーキ用、焼き肉用とし
て用いられています。

⑪らんいち：背側に位置し、軟らかい赤身肉です。
大きいので、ランプステーキとしてよく知られ
ていますが、ほとんどの牛肉料理に適しています。

⑫そともも：ももの部位で硬い肉ですが、大きな筋
肉なので、ローストビーフやビーフジャーキー
などの加工材料に適しています。

⑬すね：前肢と後肢にあるスネの肉です。小さな筋
肉で筋膜や筋が多く硬い肉ですが、肉の味は濃
厚で長時間煮込んでも形がくずれないので、ビー
フシチュー、カレーなどの具に適しています。
また、挽肉の材料として最適です。

　以上のように、牛肉の部位は多数あるため、それ
ぞれの料理に適した部位を購入することが大切で
す。お買い物の際には、表示を確かめるとともに、
店の人に相談してみると良いでしょう。それぞれの
部位に適した美味しい料理を楽しんでいただきたい
と思います。

小堤　恭平（おづつみ　きょうへい）
畜産技術協会

畜産物あれこれ
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肉の熟成期間ってなんですか　－味が変わるのですか－Q
　肉の熟成期間とは、肉が軟らかくなり、風味が良くなるのに必要な時間のことです。す

なわち、筋肉から食肉へと変化する期間と言えます。熟成期間は、畜種、品種、年齢、部

位、冷蔵温度、湿度等によって異なりますが、一般に牛肉では、７～ 10日を要します。

　生きている時は、筋肉内に血液が流れているので、エネルギー源であるグリコーゲンや

ATP等が補給されます。しかし、と畜後は血液が流れないので、筋肉中のATPが消費され、

グリコーゲンは乳酸になり、それが蓄積するとpHが低下して、筋肉を構成する筋線維が

縮んで硬直が起こります。この状態では、硬くてとても美味しい肉とは言えません。しか

し、その後は筋肉内に残っていた各種酵素、特にタンパク質を分解する酵素の働きにより、

縮んだ筋線維のタンパク質が分解され、徐々に柔らかさを増すとともに、旨み成分である

アミノ酸が蓄積していきます。したがって、熟成期間中は肉の軟らかさだけでなく、風味

も刻々と変化しているのです。

小堤　恭平（おづつみ　きょうへい）

畜産技術協会
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「和牛」の育種改良技術

8

ヒトと牛の個人情報

　ヒトの世界では赤ちゃんが生まれると、ま
ず名前をつけて役所に出生届を出し、戸籍簿
に父母の名前や本籍地等が登録されます。こ
の記録はその人の生涯を通じてついて回り、
指紋とともに重要な個人情報になります。実
は「和牛」の世界にも同じようなシステムが
あります。子牛が生まれると分娩届を出して
父母の名前を登録します。指紋の代わりにな
るものは鼻紋です。牛の鼻先はいつも濡れて
いますが、独特の紋様があり個体で違ってい
るのです。よってどの「和牛」も、両親はも
ちろん祖父母、曾祖父母の血縁を辿ることが
できます。
　ほとんどの子牛は人工授精で生まれるた

め、子供は自分の父親を全く知りません。と
ころが父親は、血統・能力・体型の三拍子揃っ
たエリート中のエリートです。「和牛」の場合、
全国に母牛は65万頭いますが、父牛は僅か
２千頭と少なく、中には生涯に数万頭の子供
の父親になる強者もいます。このように「和
牛」の世界では父牛の影響が非常に大きいた
め、エリートを選ぶためのシステムができて
います。エリートに求められる条件は、美味
しい肉を早く作る能力、長く飼えて多くの子
供を産む能力、食べた飼料を効率的に肉に代
える能力です。

エリートをどのように作るか

　美味しい肉を早く作る能力は、牛を一定期
間飼育した時の増体量や肉のデータから判定

鼻紋は１頭ごとに異なる 肉質の改良が進んだ（第９回全共：全国和牛登録協会）



9

技術講座
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します。子牛は生まれて約10ヶ月で母牛の
下から離れてセリにかけられ、それを肥育す
る農家が購入して20ヶ月近く飼育され、最
終的には食肉市場に出荷されて肉として販売
されます。市場には同じ父牛の子供が何百頭
も出荷されるので、別の父牛との能力の違い
を知ることができ、このような比較でエリー
ト牛を見極めるのです。特に「和牛」は輸入
牛と異なり、肉が柔らかく筋肉内に脂肪が霜
降り状に細かく入った肉を生産できる特徴が
あります。日本人の嗜好に合った美味しく、
安全・安心の肉を効率的に作るための努力が
日々続けられています。
　長く飼えて多くの子供を産む能力は雌牛に
求められます。丈夫で足腰が強く、子牛を毎
年連続して生み続けるには、しっかりした骨
格とともに子牛を十分に育てられる能力が重
要です。健康で子牛を多く生む能力は牛の容
姿にも現われるため、それを審査することで
ある程度把握できます。牛のように一度に１
頭しか生まなく、肉生産のみが飼育目的の家
畜では、その生涯にいかに多くの子牛を生ま
せることができるかが大切です。
　食べた飼料を効率的に肉に代える能力は、
飼料の多くを輸入に依存しているわが国にお
いて、今後の最重要課題です。特に反芻家畜

である牛は、ヒトが利用できない草を牛の胃
に生息する微生物の力を利用して、ヒトが美
味しく食べられる肉に換えてくれます。現在、
少ない餌で効率的に肉生産を行う能力を調べ
る新しい研究が始まっています。

「和牛」は日本の財産

　「和牛」の97％は黒毛和種です。この「和
牛」には、明治の一時期に見島牛のような在
来牛に外国牛が交雑された歴史があります。
しかし当時の飼養目的であった役用に適さな
いということで、それ以降は純粋交配が行わ
れ品種として確立しました。私達が大好きな
スキヤキや焼き肉に最適な肉は「和牛」から
作られます。お肉屋さんで見るようにその肉
は鮮やかで美しく、食べれば柔らかくジュー
シーで肉の旨みが口いっぱいに広がります。
「和牛」は海外に育種素材を求めることがで
きない日本の財産です。日本の風土に適した
「和牛」の能力を高め、美味しい牛肉を適正
な価格で消費者に提供できるように、育種改
良が精力的に行われています。

小畑　太郎（おばた　たろう）

農林水産先端技術研究所

長命で16産した母牛 天然記念物の見島牛
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　岐阜県畜産研究所 飛騨牛研究部は岐阜県北部の
高山市の中心部から、西南約10kmに位置しいてい
ます。標高役約800メートルほどの山の南斜面の
山裾に広がる高原に、総面積50ヘクタールの広さ
を有し、その６割が牧草地で、春から秋にかけては
草の収穫や放牧される牛の姿が見られます。冬季は
１メートル余りの積雪に埋もれますが、夏は涼しく、
春は桜や若葉が美しく、秋は紅葉に木々が染まりま
す。空気と水の澄んだ豊かな自然環境は、おいしい
飛騨牛の研究をするには絶好の環境でもあります。
　飛騨牛銘柄推進協議会では飛騨牛の特徴を次のよ
うに説明しています。「飛山濃水」の岐阜県では、
夏でも雪がいただく3000メートル級の北アルプ
スを望む山岳地帯から、海抜０メートルの美濃の水
郷地帯まで、山と水の織りなす素晴らしい自然に恵
まれ、とりわけ飛騨は夏は涼しく、緑豊かな山々か
ら湧き出る美しい水、澄んだ空気など、牛を飼うの
に適した条件と、冬の厳しい寒さに耐え忍び、加え
て牛を飼う人々の優しい愛情と優れた技術、牛との
対話、地域の文化と農業のなかで豊かな大地に息づ
き、長い流れを経て改良が進み、これらすべてがお
いしい肉牛を育て上げ、その中から特に優れた肉質
のものに限って「飛騨牛」と称しています。
　こうした豊かな自然と細やかな人の心が作り上
げた肉の”やわらかさ”と、舌にとろける”うまみ”は、
まさに牛肉の芸術と申せましょう。とあり、飛騨牛
の特徴は①きめ細かなサシがまんべんなく入ってい
る。②肉色が鮮やかである。③無駄な脂肪がつき
すぎていない。そして飛騨牛の規格は岐阜県内で
14ヶ月以上肥育された黒毛和種(和牛の品種)で、

日本食肉格付協会が実施する枝肉格付で歩留等級
A・Bで肉質等級５等級、４等級、３等級のものと
しています。この飛騨牛を一躍全国レベルのブラン
ドに押し上げた立役者が岐阜県有種雄牛「安福」で
す。安福は昭和55年兵庫県美方郡に生まれ、昭和
56年から岐阜県肉用牛試験場(現在は畜産研究所飛
騨牛研究部)で飼育され、平成５年９月28日に、老
衰で亡くなるまでの13年間に約３万頭の子牛を生
産しました.これらの子牛は全国最高水準で取引さ
れ、今日の飛騨牛の銘柄化に大きく貢献しました。

岐阜県畜産研究所　飛騨牛研究部

10

最高級飛騨牛

安福の銅像
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　当研究所では安福の偉大な能力を利用して、安福
の息子や孫といった、優秀な種雄牛の生産に取り組
んでいます。

当研究所の研究

１．飛騨牛の育種

　岐阜県産和牛は「飛騨牛」とブランド化され、肉
用牛関係者はもとより、消費者からも大きな支持を
得ています。飛騨牛研究部ではこの「飛騨牛」がさ
らに良くなるように、種雄牛造成を中心とした試験
研究でその育種改良に取り組んでいます。

２．飛騨牛系統保存センター

　優良飛騨牛牛群の系統を保存するとともに、一般
農家では不可能な安福系の種雄牛の連続交配による
安福近交系種雄牛の造成および優良子牛の供給、和
牛繁殖牛の生産技術の研究をしています。

３．先端技術

　飛騨牛の改良・増殖を効率的に進めるため、先端
技術を活用した研究を実施しています。その一つは、
近年ヒトの分野で急速に進歩したＤＮＡの研究を取
り入れ、そこから得られたＤＮＡの情報を和牛の育
種改良に活用できる技術の開発が行われています。
　そして飛騨牛の特徴である、霜降りや、おいしさ
に関連するDNAの領域を探索しています。

４．飛騨牛の官能評価試験

　飛騨牛の食味試験では、「おいしい牛肉とは何か」

をテーマに、「牛肉の遊離アミノ酸組成」、「牛肉中
の脂肪含量」、「牛脂肪の脂肪酸組成」、「しもふり状
態の細かさ」などの要因と牛肉の食味との関係につ
いて調査しています。
　岐阜県畜産研究所飛騨牛研究部では飛騨牛の銘柄
化に貢献した「安福」の優秀な遺伝子を利用して、
さらにおいしい飛騨牛を生産する種雄牛や繁殖雌牛
を生産するための様々な研究を行っています。また
　当所のホームページでは研究内容の紹介を行って
います。
http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/beef/160130hidaindex.html

（岐阜県畜産研究所）
　さらに、飛騨牛銘柄推進協議会ではホームページ
で飛騨牛について詳しく解説しています、また飛騨
牛肉質等級情報検索を行えます。是非ご覧ください。
http://www.hidagyu-gifu.com/

（飛騨牛銘柄推進協議会）

小林　直彦（こばやし　なおひこ）
岐阜県畜産研究所　飛騨牛研究部

現場紹介
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飛騨牛検討保存センター 牛の受精卵

DNA実験



みんなで紙面を作る『Q and A』 欄をご用意。皆様からのご質問を募集しています。
　乳や肉、卵の生産に役立っている畜産の技術について、常日頃より「どうしてなのか？」と疑問に感じていたり、「もっ
と詳しく」知っておきたいと思う事柄が多いと思われます。
　質問の主旨を簡略にまとめていただき『Q and A』欄までお寄せ下さい。リーフレットの紙面上でできる限り分かりや
すくお答えしてまいります。それと同時に、消費者の
皆様の関心事がどのようなところにあるのかを教えて
いただくことにもなりますので、それらをもとに今後
の紙面作りにも役立ててゆきます。

このリーフレットをご希望の方は下記までお申し込み下さい。
社団法人　畜産技術協会

〒113-0034　東京都文京区湯島3-20-9
TEL:03-3836-2301   FAX:03-3836-2302
ホームページ　http://jlta.lin.go.jp./

お 知 ら せ コ ー ナ ー

質問状の宛先：〒113-0034　東京都文京区湯島3-20-9　㈳畜産技術協会
消費者向けリーフレット「生産と消費をつなぐ　身近な畜産技術 Q and A」欄
Fax. 03-3836-2302     e-mail:info@jlta.lin.go.jp

声
　“フランス人はさすがだな～”と思う。数学に

は弱い（と言った知事がいた？）らしいけれど、

言葉には優れている。なんといっても、ワインを

語る言葉を持ち、会話をしながら飲食を楽しんで

いるから、うらやましい。

　リースリングはなめし皮の香り、ピノノワール

は黒い果実の香り、シャルドネはバニラの香り

……語る言葉があれば、おいしさが伝わってくる。

　日本にも香りを語る言葉はある。

　たとえば、日本酒。「エステル臭」「バナナ香」

「リンゴ香」など。「つわり香」などというひどい

表現もある。しかしそれらは、専門家の間で利き

酒時に使われているだけだ。

　たとえば、パフューマー。薔薇の香りを６つに

分類した研究者は、「ティーの香り」「スパイシー

の香り」「ブルーの香り」「フルーティーの香り」

「ダマスク・モダンの香り」「ダマスク・クラシッ

クの香り」と表現した。しかしそれらは、よほど

の薔薇愛好家でなければ知らない。

　さて、和牛はどうだろう。A5とか、B4とか、

格付をあらわす言葉はあるが、それは業界の通用

語である。消費者にとっては、きっとAがおいし

いのだろう、そして３より４が、４より５がおい

しいのだろう、という程度しか理解できない。実

際には、ABCは歩留まりなので、売り買いする

時には重要だろうが、食べる側にとってはあまり

意味がなさそうだ。また、５、４、３、２、１は

脂肪交雑と肉眼で見た肉色・脂肪の色なので、必

ずしも“おいしさ”を表現しているのかどうか、

疑問が残る。

　“口溶けがいい”“融点が低い”という不飽和脂

肪酸の含有率をあらわす言葉もあるが、それも業

界内の用語に留まっている。

　テレビのグルメ番組で、タレントが発する言葉

は、“やわらか～い”と“甘～い”だけ。“やわら

かい”がおいしさと同義語だとすると、おいしい

ものを食べていると顎が発達せずに、顎が発達し

なければ脳が発達しないということになる。“甘

い”は初歩的な味覚で、甘いとおいしいが同義語

だとすると、幼稚な味覚で満足していることにな

る。

　和牛のおいしさを語る言葉が欲しい。そして、

部位と料理の関係を啓蒙し、リーズナブルな価格

で日常生活に和牛を取り入れられれば、もっと普

及するはずだ。

　味覚だって訓練しなければ磨かれないのだか

ら、食べる頻度がおいしさ判断の重要なポイント

になる。

みかなぎ　りか

女性の生活研究室　代表

和牛のおいしさを語り合いたい
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