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各 位 

 

 

(公社)畜産技術協会 

 

 

平成 30 年度 Wagyu肉生産・流通実態調査事業について 

 

 

 日頃より当協会の業務推進にあたりましては、ご理解ご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 

 平成 30年度より開始した Wagyu肉生産・流通実態調査事業について、平成

30年度の事業の概要並びに調査結果要約版をここに掲載いたします。 

 

 もしお問合せ等がありましたら、担当の藤岡(tfujioka@sweet.ocn.ne.jp) 

あてにご連絡ください。 
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１、はじめに 

和牛肉は高品質で全世界に需要があることから、和牛肉生産のモト種とな

る和牛精液等遺伝子は日本国内で最大限活用するとともに、国産農産物の輸

出戦略の主要品目として和牛肉を世界各国に輸出促進しているところであ

る。一方、1976 年に米国へ輸出された黒毛和種、褐毛和種の精液等が豪州等

を通じて世界へ流出したのを初めとして、それらの産子等が各国での Wagyu

肉生産に活用され該当国での Wagyu肉需要に応えるとともに周辺諸国に輸出

されている。このため世界各地で我が国からの和牛肉輸出と当該国からの

Wagyu肉輸出等の貿易上のバッティングがみられ、国策としての和牛肉輸出

に少なからず影響が出ている。 

  今後は、海外での Wagyu肉の生産等がどのように行われているかを把握し

た上で和牛肉輸出の戦略を策定することが必要である。このため、①枢要国

の Wagyu生産動向等を現地確認調査するとともに、②主要国の Wagyu肉生

産・Wagyu飼養動向等を各種文献、統計等で調査し、③調査結果を専門家に

よる検討委員会で鋭意検討して精度の高い Wagyu肉の生産等に関する報告書

を作成する。 

本事業は、平成 30 年度から 3 年間公益財団法人全国競馬・畜産振興会の畜

産振興事業の一環として実施する計画で、30 年度は①現地確認調査を 3 カ国、

②文献、統計等調査を 3カ国について調査したのでここに報告する。 
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２、平成 30年度調査の概要 

（１）概要 

  平成 30 年度の本事業は、下記検討委員会委員を中心に①平成 30 年度調査

実施に向けての第 1 回事業推進検討委員会開催、②案件ごとの現地確認調査

及び文献・統計等調査の実施、③調査結果の報告・検討のための第 2回事業推

進検討委員会開催等を行い調査した案件ごとの特徴等を整理し本報告書を作

成している。 

 

①、検討委員会委員 

   本事業推進の中核となっていただく事業推進検討委員会委員は、次の通

りである。 

 

今井  敬  酪農学園大学 教授 

  大呂 興平  大分大学経済学部 教授  

  木下 雅由  独立行政法人農畜産業振興機構調査情報部審査役 

  木村 信熙  木村畜産技術士事務所 代表 

  櫻井  研  日本畜産物輸出促進協議会 理事 

 

  なお木下雅由氏は、年度途中より佐々木勝憲氏に交代している。 

    

②、第 1回事業推進検討委員会 

 

   第 1 回委員会を 7 月 4 日に開催し、今年度の調査対象国等について検討

し、現地確認調査は 2 チームで 3 カ国、文献・統計等調査は 3 カ国を調査

することとなった。 

 

ⅰ：現地確認調査国 

  イギリス・スペイン、ドイツ 

ⅱ：文献・統計等調査国 

  カナダ、メキシコ、ペルー 

 

 

③、現地確認調査の調査員・日程 

 以上の経過を踏まえて現地確認調査の調査員を下記のように決定した。 

  ・イギリス・スペイン：大呂検討会委員、櫻井検討会委員 

  ・ドイツ      ：今井検討会委員、木村検討会委員 
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    調査日程は、 

  ・イギリス・スペイン：11月 12～18日 

  ・ドイツ      ：1月 26日～12月 2日  である。 

 

 

④、文献・統計等調査の実施 

  今年度は Jetro の本部、トロント、メキシコ、リマの各事務所のご協力に

よって、カナダ、メキシコ、ペルーについて調査した。 

 

⑤、第２回事業推進検討委員会 

   第２回委員会は、各現地確認調査委員の調査データの分析・報告概要作成

等を待って 1 月 22日に開催し、報告内容の検討・調整を行った。 

 

⑥、説明会の開催 

畜産物輸出促進協議会メンバー等を対象として 3 月 1 日に全国家電会館

で説明会を開催し、イギリス・スペイン、ドイツ、豪・米・チリ(平成 27～

29年度調査)の調査結果について４名の調査委員から説明を行った。。 
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３、現地確認調査結果要約 

   

 

 

 

 

 

 

(１)、イギリス・スペインにおける Wagyu肉生産・流通等の実態 

 

 

 

 

 

 

・調査日程：１１月１２～１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大呂 検討会委員 

櫻井 検討会委員 
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【要約】 平成 30年度 wagyu肉生産・流通等実態調査報告 

（イギリスおよびスペイン） 

 

大呂興平（大分大学経済学部 教授） 

櫻井研（日本畜産物輸出促進協議会 理事） 

 

 本報告書は，イギリスおよびスペインにおける wagyuの生産・改良および流通・消費の

実態について取りまとめたものである．オーストラリアおよびアメリカが wagyuの生産・

改良に主導的役割を果たしてきたのに対して，これらの国は，いわば後発の wagyu産地で

ある．しかし，近年の世界的な wagyuブームを受けて，こうした後発産地は急増し，生産

も拡大しているものと考えられる．彼らがいかに遺伝資源を入手し，改良・生産を行い，

また，生産された wagyuは現地市場でどのように販売されているのか．こうした後発産地

の実態は，既存の調査では必ずしも体系的に整理されておらず，各国の生産・改良および

流通・消費についてなるべく全体像を捉えようとしたのが本報告である． 

調査は 2018年 11月 12日～18日に大呂と櫻井が行った．調査先は以下のとおりであ

る． 

1．High Warrendale Farm (イギリス wagyu生産企業) 

2．Highland Wagyu (イギリス wagyu生産企業) 

3．Greenhall view Wagyu (イギリス wagyu生産農家) 

4．Spanish Wagyu Association（スペイン wagyu協会） 

5．Dehesa de Ornillos（スペイン wagyu生産農家） 

6．Finca de Santa Rosalia （スペイン wagyu生産企業） 

7. ロンドン・ スペインの食肉店およびレストラン 

以下では，調査をもとに得られた情報を簡単に要約しておきたい． 

 

１．wagyuの飼養頭数・戸数・生産額といった産業規模について 

一般に海外では，政府は牛の品種ごとの頭数や戸数のデータを備えておらず，とりわけ

マイナーな品種である wagyu の頭数や戸数についてのデータはほとんど保有していな

い．しかも，調査して明らかになったのは，イギリスやスペインには実質的に機能してい

る wagyuの業界団体や改良機関はほぼ存在せず，wagyuの飼養頭数や戸数，その地域的分

布といった基本的な数値データすら皆無であるという点であった．加えて，wagyuの生産

の多くは大規模な企業的経営によって担われており，調査にも閉鎖的で十分な情報を提供

してもらえない場合も多い．もっとも，大規模な企業的企業ですら，国全体の生産量や生

産者については，正確な情報を持っていない場合が多い．したがって，国における生産や

改良，消費の全体像を把握するのは，基本的には，一部の調査先の生産者のきわめておお

ざっぱな推測や，HP 等にある情報に依るしかなかった． 



7 

 

聞き取りを総合すると，イギリスにおいて wagyuのブリーダーについては 30戸程度存

在しているとされ，繁殖に用いられるフルブラッド（純粋種）の頭数としては 500～1000

頭程度ではないかと考えられる．交雑種は，こうしたフルブラッドの種雄牛に人工授精や

自然交配を通じてかけあわされて生産されており，酪農家のホルスタイン種との交配も増

えているため，1万頭程度は存在しており，近年その頭数も急増しているものと考えられ

る．スペインに関しては情報が十分に得られなかったが，最大の飼養規模を誇る wagyu企

業 Santa Rosalia社が重要なキープレイヤーになっていることは間違いない． 

 

２．遺伝資源の導入の経緯 

イギリスやスペインでは，いずれも 2000 年代前半に，アメリカやオーストラリアから

遺伝資源が導入されている．2000 年代後半からは，そうした動きが本格化し，それぞれの

生産者や企業が，独自にオーストラリアやアメリカ，ニュージーランドやオランダなどか

ら精液や受精卵，生体のかたちで wagyu遺伝資源を導入し，受精卵移植を通じて，wagyu

の牛群を急速に増やしていった．現在でもアメリカやオーストラリアからの遺伝資源の導

入が続いているほか，現地のブリーダーから購入して wagyuを開始する経営も増えてい

る． 

2018年の調査時点において，ある調査先における wagyu遺伝資源の購入価格は，受精卵

1個あたり 500ポンド（72,500円）程度，精液ストローでは 1本あたり 10～20ポンド

（1450円～2900円）であった．種雄牛は数百万円で取引されることも珍しくなく，wagyu

遺伝資源の高騰が進んでいると考えられる． 

 

３．登録および改良 

イギリスやスペインには，自国で wagyuの個体の登録や改良それを行う体制が十分には

備わっていない．イギリスの場合は，2014年 7月に British Wagyu Association（英国

wagyu協会）が設立され 4000頭程度が登録されているとしているが，wagyu の表示問題や

登録業務をめぐってメンバーの意見が統一できず，必ずしも活発な活動に進展していない

ようである．スペインの場合，任意団体としてスペイン wagyu協会が存在しているが，現

状では規約もなく会員もなく，登録業務も行っていない．両国の wagyu協会は 2015年に

オーストラリアで開催された世界 wagyu会議（world wagyu congress）にも出席している

が，必ずしも国内では実効力のある組織としては十分に機能していない． 

現実には，イギリスやスペインの wagyuブリーダーは AWAや米国 wagyu 協会に個体を登

録しており，自国の登録協会で wagyuを登録する必要性を必ずしも感じていない．各企業

は wagyu遺伝資源をオーストラリアやアメリカに頼り，また，販売先も欧州全体に広がる

中で，彼らは自国内で個体を登録する動機をあまり持っていない． 

 

４．生産の方式 
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イギリスやスペインの場合，wagyuの生産には人工授精が行われることが多い．ただ

し，受胎しなかった場合に備えて種雄牛との自然交配が行われ，これに使用される種雄牛

は「バックアップブル」と呼ばれている．また，フルブラッド（純粋種）の生産には在来

の様々な牛をレシピエントとして利用した受精卵移植が多用されている．  

一般にイギリスの場合は冬に舎飼いされ，春から秋にかけては放牧される．スペインで

は，調査先のカスティーヤ地方では冬でも放牧される．いずれにせよ，wagyuは生後 7～

８ヵ月程度で離乳されるまでは，子牛も母牛と一緒に飼われており，夏季には親子一緒に

放牧がなされているし，冬季の牛舎に舎飼いされる時も 1カ所のペンに母子が一緒にいる

ようになっている． 

子牛は，離乳してからしばらくは，放牧場ないし牛舎の中で牧草を中心に育成され，そ

ののち，牛舎の中での穀物中心の肥育が開始される．粗飼料中心の育成から穀物肥育に切

り替わるタイミングは，経営によって異なっている．イギリスの調査先の 3経営の場合，

それぞれ，離乳後 20 ヵ月齢まで育成したのち 6ヵ月穀物肥育を行うもの，同様に 20ヵ月

齢まで育成し 8ヶ月間穀物肥育するもの，24ヵ月齢前後まで育成し 12ヵ月間以上の穀物

肥育を行うといった対応が取られていた．スペインの調査先では，親子放牧により 8～9

ヵ月齢程度まで育成したのち，5ヶ月間のみ肥育し，わずか 14ヵ月齢で出荷するというヴ

ィール（Veal，子牛）としての生産が行われていた． 

このようにイギリスやスペインにおける wagyuの繁殖，肥育，育成のされ方は，在来の

牛の飼われ方の延長に若干のアレンジがされたものであり，日本の和牛の飼われ方とは大

きく異なるものとなっている． 

 

５．と畜と格付け 

イギリスで調査した 3 つの wagyu 企業においては，いずれも，生産から販売まで一貫し

て同一の企業が担っていた．したがって，と畜も，これらの生産者から委託を受けて行われ

ており，と畜されたのちの枝肉の所有権もこの生産者にある．このため，これらの wagyu企

業が自社で独自に格付けを行い，wagyuを流通させている． 

枝肉に対しては，日本のような，公的な肉質の格付けは行われておらず，生産者は

wagyuの枝肉を独自ないしと場に委託するかたちで肉質評価し，霜降りの等級によって販

売先やブランドを変えている．wagyuの肉質評価については，日本やオーストラリア企業

が採用しているような”marbling score”が各社で用いられているが，その具体的運用は

各社が独自に行っている．生産された wagyuは各社が独自のブランドで販売しており，地

産地消のかたちで地元で販売されたりレストランで提供されたりして消費されるケースも

多い． 

なお，wagyuを実効的に証明する制度や機関が自国内に存在しない中で，生産者には，

いわゆる「和牛もどき」（”fake wagyu”）の流通に対する不安と不満が高まっている．

また，交雑種も含めて“wagyu”と呼称することに対しても，正直に”cross-bred“（交雑
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牛）と表示し，”full-blood”（フルブラッド）と区別すべきといった意見も強い．しか

し，産業全体としての規格や監視の具体的な仕組み作りの足取りは鈍く，現状では個々の

生産者が独自のブランド化を模索している状況にある． 

 

６．流通および消費 

イギリスやスペインでは，オーストラリア，アメリカをはじめチリ，アルゼンチンなど

有力国の Wagyu肉が広く流通し，加えて日本産和牛も最近は多くの高級食肉店やレストラ

ンで利用されている．こうした状況のなか，後発産地の自国 Wagyuの市場は局地にとどま

り大消費地では最大手の農場産が目につく程度である．ただし，こうした農場は，小規模

なりに生産から加工，販売そして食べてもらうまで，熱意ある取組みを行っており，日本

にも学ぶべき点が多い．一方，調査した食肉店やレストランでは利用している Wagyu肉の

産地等の表示があいまいな状況にある． 

 

７．産業の見通し 

現在，イギリスやスペインは wagyuブームのさなかにあって，肉質的に本物か疑わしいよ

うな「wagyuもどき」も氾濫しつつある．実効性のある認証枠組みに乏しい状況下において，

今後，”wagyu“という名前だけではなく，その中身（＝個別企業としての wagyuブランド）

が，販売上厳しく問われていくものと考えられる．そうした中にあって，資金力を背景に優

良な遺伝資源をいち早く確保し，独自の育成・肥育方法を確立しているイギリスの Highland 

wagyu 社およびスペインの Santa Rosalia 社は特に重要なプレイヤーとなりつつある．

Highland Wagyu 社は優良 wagyu 遺伝資源を確保して，長期間の穀物肥育を通じて十分に

wagyuの脂身のある交雑種生産を行っており，ハイエンドの富裕者層をターゲットとした販

売に成功している．今回は聞き取り調査ができなかった Santa Rosalia社でも EU主要国に

その wagyuを販売し，直営ワイナリーでもさまざまな wagyuの加工品を取りそろえており，

EU 内で最も存在感のある wagyu 企業の１つに成長している．こうした資本力を背景にした

企業ベースでの生産の変動は，各国の wagyu産業全体を大きく変えていくはずであり，今後

も注視していく必要があるだろう． 

 

８．今後の調査について 

政府統計が存在しない点，登録組織が未整備な点，wagyu遺伝資源が国境を越えてダイ

ナミックに流動している事態などを考慮すると，イギリスやスペインのような後発 wagyu

産地の生産実態を捉えるのには，国単位の改良・生産・流通の実態を把握するだけでは限

界があるように思われる．実際，両国でも有力なブリーダーはオーストラリアやアメリカ

に個体を登録しているし，遺伝資源や wagyu肉の販路は国内というより EU全域を主要な

マーケットとしており，企業活動はほとんど国内にとどまっていない． 

その点で，国単位での現状把握のみならず，wagyu遺伝資源の流動や生産に関して影響
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力のあるプレイヤーがどこにいて，そうした遺伝資源がどこの誰に流動しているか．とい

った，wagyu生産・改良・流通のネットワークをグローバルなスケールで把握しておくア

プローチも，調査の視点として重要になっているのではないかと思われる．次年度以降，

そうした視点も意識して，引き続き調査を続けていきたい． 
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３、現地確認調査結果要約 

 

 

 

 

 

（２）、ドイツにおける Wagyu肉生産・流通等の実態 

 

 

 

 

・調査日程：１１月２６日～１２月２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井 検討会委員 

木村 検討会委員 
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ドイツワギュウ肉生産・流通実態調査報告書（要約） 

 

１．調査期間 

  ２０１７年１１月２６日（月）～１２月２日（日）  

２．訪問先 

 １）ドイツ・ワギュウアカデミー（ゼップ・クラッツ氏）及びその農場（ミュンヘン） 

 ２）ドイツ・ワギュウ協会（クラウス・メビウス会長）及び彼の農場（ケムニッツ郊外） 

 ３）ウェスターベルガー社（フランツ・キルヒナー氏）の農場（ミュンヘン郊外） 

３．調査目的 

 ドイツのワギュウ肉流通・販売状況については、平成 28 年度に日本食肉輸出促進協議会

が現地調査している。今般はその調査ではカバーしていない部分、すなわち南ドイツのワギ

ュウ繁殖・育成肥育・食肉流通の一貫農場、ドイツ最大のワギュウ生産関連組織であるドイ

ツワギュウ協会、東中部ドイツのワギュウ繁殖・育成肥育・食肉販売の一貫農場、および新

規異業種参入のワギュウ繁殖一貫生産農場を訪問し、主にワギュウ飼養事業実施の動機づ

けとワギュウ資源の搬入経路、飼養技術の実態、当事者のワギュウへの思い入れを探ること

を主な調査目的とした。またドイツにおけるワギュウ資源およびワギュウ肉の販売状況も

調査した。本報告書では、1€（ユーロ）を 130 円として計算した。 

４．調査実施者 

 今井 敬委員（酪農学園大学）、木村 信熙委員（木村畜産技術士事務所） 

 

 

第１章 ドイツの農業、畜産と牛肉生産 

（１） ドイツ農林水産業の概況＊１ 

○ 中部･南部では牧草･飼料栽培を基礎とした酪農･肉用牛飼育が多く、旧東ドイツ地域を中

心とした比較的平坦な地帯では、穀物･ばれいしょ･飼料作物と畜産の複合経営が多い。 

○ 主要農産物は、小麦・大麦等の穀物、てん菜、ばれいしょ、豚肉、生乳等。 

○ 農家の約４割が北西部及び南部を中心に再生可能エネルギー用の穀物を生産する。ドイ

ツは 2050 年までに電力の８割を再生可能エネルギーで賄うことを目標としており、バイ

オマスエネルギーが注目されている。そのため、再生可能エネルギー用の穀物の生産は重要

な役割を担っている。 

○ ドイツは EU の主要農業大国で、農業生産額はフランス、イタリアに次ぐ EU 第３位で

EU 全体の 13％を占める。農産物輸出額は米国、オランダに次ぐ世界第３位（2016 年）。

日用品には、肉と肉製品、乳製品が含まれる。 

○ 農林水産物の貿易は、日本からのドイツへの輸出は日本の輸出総額の 0.3%に過ぎない。

ドイツから日本への農林水産物の輸出は日本の輸入総額の 3.2%である。 
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○ 日本からドイツへの農林水産物輸出額の上位 5 品目は緑茶、ラノリン、ソース混合調味

料、錦鯉等、醤油であり、日本のドイツからの輸入農林水産物輸入額の上位 5 品目は豚肉、

ナチュラルチーズ、製材、アルコール飲料、ホップである。豚肉、ナチュラルチーズはドイ

ツからの輸入農林水産物のそれぞれ 13.0％、8.0％を占める。 

（＊１農水省の WEB サイト：ドイツの農林水産業概況 2018 年度更新を改変） 

（２）ドイツの畜産と牛肉生産＊２ 

 １）ドイツ畜産物の生産状況 

 ドイツで正肉の生産量は 2012 年以降わずかに増えている。2016 年のドイツ畜産物の生

産量は食肉では豚肉が最も多く、牛肉の約 5 倍である。牛乳と豚肉は日本の 4.4 倍、牛肉は

2.5 倍であるが、鶏肉と鶏卵の生産量は日本の方が多く、それぞれドイツの 2.3 倍、3.2 倍

である。 

 ２）牛肉生産 

 2017 年のドイツの牛の飼養頭数はヨーロッパではフランスに次いで第２位である。牛の

飼養は南のアルプス山脈から北海とバルト海の海岸にまで広がり、40 種以上の品種が飼育

されており多様性が非常に広い。牛の頭数は、企業的大規模化により増加している。2017

年にドイツでは EU の牛肉生産量の 17％に相当する合計 110 万トンの牛肉（子牛肉を含

む）が生産され、そのうち 37.8 万トン（生産量の 34.4％）が世界各地に輸出されてい

る。（＊２ German Meat の WEB サイトより作成） 

 

第２章ドイツワギュウの現状と改良・増殖 

（１）ドイツワギュウの飼育頭数と農家数  

 ドイツ全体のワギュウ頭数に関する統計資料はない。ワギュウとして登録されている牛

の頭数と事業場数が把握できている。ET（受精卵移植）によりワギュウ以外の品種から生

まれる子牛や、繁殖に使わないワギュ育成肥育牛は登録されていない。これらから推定する

と繁殖、肥育を合わせてフルブラッド・ワギュウ（他品種の血液が混ざっていない）は現在

1,000 頭から 1,500 頭程度が飼育されていると思われる。ワギュウ交雑種については不明で

あるが、多くはない模様である。2017 年度に登録されている繁殖に供されるワギュウの頭

数は、全ドイツで種雄牛 34 頭、繁殖雌牛 282 頭、合計 316 頭となっている。ワギュウ繁殖

牛を保有する農家数は 95 戸、繁殖ワギュウを持たずワギュウの育成、肥育をする農家数は

9 戸であり、ワギュウを飼育する農家は合計 104 戸である。この３年間で繁殖農家数、繁殖

ワギュウ数がともに約３倍へと飛躍的に増加している。 

（２）ドイツにおけるワギュウの改良と増殖 

 １）ドイツにおけるワギュウの導入 

 2004 年～2005 年に複数の牧場で Wagyu の受精卵をアメリカより購入した。これらの受

精卵の主にシンメンタールやドイツアンガスなどをレシピエントとした移植により、2006

年にドイツでは初めての Wagyu が誕生した。 
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 ２）ドイツにおけるワギュウの生産様式 

 基本的に Fullblood のワギュウを生産している。ワギュウ肉も Fullblood のワギュウから

生産されている。そのため登録繁殖牛は、全て遺伝子チェックによる血統の確認を行ってい

る。豪州、米国およびチリのような F1 生産はマイナーである。従って肉質を重視した但馬

の系統が濃い牛が好まれる。  

３）ドイツにおけるワギュウの登録事業 

 家畜の登録はドイツ家畜協会 Bundesverband Rind und Schwein e.V. （BRS）が一括し

て実施している。繁殖牛の場合は申請書類と共に毛根を送付し、DNA 検査が必須である。

このため血統検査と遺伝子診断の専門会社がある。血統登録簿 Herdbuch は依頼者個人に

提示され、非公開である。 

 独立した肉用牛品種として現在登録できるのは、現在 22 品種であり、ワギュウもこれに

に含まれ、BRS が血統登録を実施している。 

４）ドイツにおけるワギュウ改良目標と方向性 

 ⅰ．ドイツの肉牛改良目標 

 前述の BRS が独立品種として登記している 22 品種については、品種特性と飼育目標が

それぞれ定められており、これがドイツの肉牛改良目標といえる。品種それぞれに特有の望

ましい形態の保持を目的として、各品種の外見や行動様式についても規定があり、大きさ、

色、頭や角の形など品種の特性が厳密に定められている。 

 ワギュウについても独立した肉用品種として 2012 年の BDF（BRS の前身）委員会で品

種特性と飼育目標が決定されており、以降このシステムでワギュウとして登録されている。 

ⅱ．ワギュウの改良 

 日本の黒毛和種をドイツで再生し、EU におけるワギュウ遺伝資源の拠点にしたいという

意向が強い。日本の黒毛和種を父母に持つワギュウを増やすため、生体・精液・受精卵を米

国および豪州から持ち込んでいる。 

 ドイツでは生体格付制度があり、１～９の格付を決定する。しかし肉質については、細か

な枝肉の格付制度がなく、ワギュウ肉の正式な規格もない。ワギュウの後代検定もなされて

いない。  

 和牛のように肉質を重視した育種改良の基礎データを取る算段をしている段階である。

オーストラリアの育種プランに参加するのも選択肢ではあるが、日本のワギュウ作出の歴

史に倣いたい、30～40 年後には日本の遺伝資源もオープンになるかもしれないが、それま

では互いの立場を尊重していきたい、という意見があった。 

５）ワギュウブリーダーの事業 

 ドイツのワギュウ事業体は、生産から販売までを一貫して行っており、生体、受精卵、精

液および精肉を販売している。と畜場および精肉加工場を備え持つ事業者もある。ワギュウ

増殖のために受精卵移植を積極的に利用している。ワギュウの性選別精液を使うことも可

能である。現状では、自家産ワギュウ肉の販売額よりも、ワギュウ資源の販売額の方が大き
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い。ワギュウ肉よりもむしろワギュウ資源ビジネスのバブル状態ともいえる。 

（３）ドイツにおけるワギュウ資源のオークション価格など 

 EU における最初のフルブレッドワギュウのオークションは、European Wagyu GALA

と称して 2015 年和牛９月にミュンスターで開催された。昨年（2018 年）の第 4 回オーク

ションではドイツ、オーストリア、スイス、トルコ、スペイン、ポルトガルなどから参加が

あり、約 30%が国外のバイヤーであった。雄最高価格の 43,200 ユーロ（561 万 6 千円）は、

EU の子牛史上最高新記録であった。これを除く平均価格は 8,132（105 万 7 千円）であっ

た。受精卵の平均セリ価格は 992 ユーロ（12 万 8,960 円）であり、ワシントン州（米国）

からの受精卵が最高の 3,500 ユーロ（45 万 5 千円）であった。精液のカタログ販売価格は、

29 ユーロから 85 ユーロ（3,770 円～1 万 1,050 円）であった。性判別精液もあり雌が高か

った。 

 さらにインターナショナル・ワギュウ・クラシックがドイツワギュウ協会の創立 10周年

を記念して、南ドイツ初のワギュウ・オークションとして昨年 5月にミュンヘン郊外で開催

された。オークションの繁殖用子牛は雌雄平均 7,000 ユーロ（91 万円）で販売された。 

 また昨年は、EU で最初のワギュウ・ミートコンテストも開催されている。 

 アルファ・ワギュウ・フォーラムというドイツの Wagyu ブリーダーの仲間で形成した、

コンサルタント、精液、受精卵および Wagyu を販売している組織もある。  

 

第３章 ドイツワギュウの生産関連組織 

（１）ドイツのワギュウ関係団体（今調査で訪問または関連したもののみ） 

 １）ドイツ家畜協会(BRS) 

 本部がボンにある豚と牛の飼育協会であり、ドイツのすべての品種の乳牛、肉牛の登録と

耳標の発行を行っている。 

 ２）ドイツワギュウ協会：Wagyu Verband Deutsland EV 

 EU で最大の和牛組織であり、会員数は昨年（2018 年 11 月）で 170 である。ドイツミッ

ドランド地方のケムニッツ（旧カールマルクスシュタット）に本部がある純粋ワギュウ飼育

関連者の非営利団体である。理事長は、ケムニッツ郊外でミッドランド・ワギュウファーム

を経営する、クラウス・メビウス氏（今回農場など訪問、面談）である。オーストラリア、

アメリカ、カナダのワギュウ協会とも交流している。 

３）登録団体 LTR：Landesverband Thüringer Rinderzüchter(地域肉牛繁殖協会連合会） 

 BRS とは別の上位登録団体であり、生体重、個体番号、親の個体番号、等を記載した交

配証明書の発行や、輸入生体牛の輸入時証明書を発行する。これはは非公開の血統書である。

繁殖牛の遺伝子チェックは毛根を研究所に送付して分析する。この LTR の認定所はドイツ

に 10 か所ある。 

４）ドイツ・ワギュウアカデミー：German Wagyu Academy/German Wagyu Campus 

 ミュンヘンでワギュウ飼育とレストランを経営するゼップ・クラッツ氏が、彼の代になっ
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てから設立した営利目的の有限会社で、ワギュウの精液、受精卵、子牛、ワギュウ子牛を妊

娠したワギュウ経産牛およびワギュウ子牛を妊娠した牛の販売を行っている。また肉およ

びその加工品の販売まで手掛けている。 

（２）その他の団体 

 １）IFN Schönow 株式会社 

 遺伝子テストにより、先祖の血統を判定する会社である。繁殖牛の血統登録には申請書類

と共に、DNA 検査結果が必須である。 

 ２）LKS農業コミュニケーションサービス株式会社 

 ザクセン州にある、飼料・生体成分の分析サービス会社。 

 

第４章 ワギュウ経営、飼養管理の実態 

 今回の現地調査では、ワギュウを飼育する経営形態上で特徴的な 3 農場を調査した。 

（１）ワギュウの飼育者 

 今回の訪問で面談したワギュウの飼育者は、父親より肉牛経営を引き継ぎ、レストラン経

営などに進出したゼップ・クラッツ氏、旧東ドイツ時代の作物の協同農場責任者から転向し

て肉牛経営に入ったクラウス・メビウス氏、および貸しオフィスを中心とした不動産業を経

営し、新たにワギュウ生産業に進出したフランツ・ケルヒナー氏である。 

 ドイツのワギュウ事業経営者は、肉牛の繁殖生産農家、ET によりワギュウを生産してい

る酪農家、ワギュウを受託して飼育している農家などのワギュウ飼育農家と、レストラン経

営者、不動産業、金融業、医者、馬関係の実業家などのワギュウ保有者である。  

（２）農場の経営現況 

 事例１．ドイツ・ワギュウ・アカデミー（ゼップ・クラッツ氏） 

  基本的に純粋ワギュウのみを別会社ドイツ・ワギュウ・アカデミーで飼育し、雌はステ

ージを問わず全て繁殖用、雄は肥育して肉用として販売している。飼育頭数は概略 180 頭

であり、内訳は雌が 50 頭、肥育牛が 80 頭、哺育・育成子牛が 50 頭である。雌の中には F1

経産牛が５頭おり、子への授乳牛および ET レシピエントとしている。農場従業員は常勤従

業員が３名である。２ヵ月間の研修生も入れている。時にはクラッツ氏も現場作業に手を貸

す。契約獣医師がいる。 

 現在の収益の中心は繁殖牛の生体販売であり、ワギュウ肥育牛販売（牛肉販売）よりも繁

殖用ワギュウ雌子牛の販売の収益性が高い。ミュンヘン市内に高級レストランも経営する。 

 事例２．ミッドランド・ワギュウファーム（クラウス・メビウス氏） 

  アンガスと和牛の両方を、それぞれ別の施設で飼育している。現在アンガスの繁殖雌は

45 頭、ワギュウ繁殖雌は 11 頭、種雄牛（MID Hirashi:2015 年 1 月生まれ、アカゲの血統

を引く）1 頭である。ワギュウ事業分野をミッドランド・ワギュウファームと称して精液、

受精卵、繁殖牛、食肉の販売をしている。自己の屠場と加工場、農場販売店を有する。受精

卵処理ラボを建設中である。地域消費者との交流を大切にしている。ドイツワギュウ協会の
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会長。 

 事例３．ウェスターベルガー社（フランツ・ケルヒナー氏）  

  異業種（不動産業）より進出した、受精卵、繁殖用子牛、ワギュウ肉を販売するウェス

ターベルガー社という会社組織。純粋ワギュウの繁殖生産、一貫肥育のために、ミュンヘン

の郊外に３つの農場を所保有し、ワギュウ繁殖雌を 40 頭、ワギュウ哺育育成子牛 45 頭、

育成肥育牛 135 頭、合計 220 頭を飼育している。またワギュウ ET レシピエント用に乳牛

90 頭を酪農場で飼育している。原則的に雌子牛は繁殖用としては販売せず、自家繁殖用に

保有し、今後は肥育用にもまわす計画である。農場内にと場を建設中である。仕上げ肥育牛

（48 ヵ月齢 900 ㎏出荷）は 50 頭であり、計画の月々４～５頭の出荷処理体制に近づいて

いる。ドイツでは最大規模の和牛飼育事業体。調理研修交流施設も建設中である。EU 歴史

史上最高価格で雄ワギュウを落札している。 

（３）施設、飼養管理 

 １）施設 

 視察した 3 事例ではいずれも、繁殖・肥育は他の品種とは区別した施設で飼育していた。

高価なワギュウ資源を経営に取り込むのは一つの投資であり、ある程度の資金力が必要で

あろう。それを覚悟した事業体は、ワギュウ施設に高額な投資をしているようである。日本

国内では見られないような大型の肉牛飼育設備が見られた。当然、小型の旧式牛舎でワギュ

ウを飼育している事例も多い。自家屠場を有する農場も多い。また今後への投資の意味もあ

り、受精卵ラボやワギュウ・キッチン、交流研修設備を建設中の農場もあった。 

 ２）飼養形態 

 視察した３経営は共に、放牧を基本とした飼養形態で、夏季は終日放牧、冬期は放牧可能

な舎飼い母子群飼育である。母子放牧時にはワギュウの子育て下手（低泌乳量、授乳拒否な

ど）を補うために、褐毛系のワギュウ雌やブラウンスイスを乳母牛として 1 群に数頭を組

み入れていることが多い。基本的には母子放牧による自然哺育であり、離乳は９ヵ月齢が多

い。代用乳や人工乳、カーフハッチ、スーパーカーフハッチを使用した初生子牛の人工哺乳

を行う農場もある。９ヵ月齢頃に繁殖用子牛として販売されることが多いが、雄は去勢して

肉用に肥育されることも多い。肉牛は去勢せずにヤングブルとして 18 ヵ月齢 650～700 ㎏

出荷が多かったが、ワギュウの導入に伴い去勢してから肥育することが始まっている。30

ヵ月齢 700 ㎏出荷が多いが、肉質を期待して 48 ヵ月齢 900 ㎏出荷の形態も出現している。 

 肥育についてみると、土地利用型の肉牛生産体系から、高級牛肉生産のワギュウ肥育体系

への切り替えをどの程度まで進めていくか、が今後の課題であろう。 

 ３）飼料 

  どのワギュウ農場も穀物と飼料作物の農地を持ち、大麦、小麦、えん麦、とうもろこし

などの穀物と、ホールクロップサイレージ用のトウモロコシ、サイレージ用の麦類を作付け

しており、アルファルファとイネ科牧草の混播地からのサイレージ、そこへの放牧で資料を

賄っている。ビールかすやビートパルプ、菜種かすなどの副産物を購入することもある。飼
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料の自給率は 50％以上が義務付けられているともいい、自給率 100％の農場もあった。濃

厚飼料は、自家作の数種類の穀物を飼料工場に搬入し、これらを粉砕混合したものを使用す

る例が多い。ミネラル剤などは当然購入している。ムギワラ類も粗飼料として、また敷料と

して利用している。ミキサーワゴン車でサイレージと混合した TMR を給与する例もある。 

 ４）肉牛飼養上の規制 

 糞尿の全量土地還元の義務があるので、土地の広さが飼育頭数を限定する。これは堆肥の

量に応じた広さであり、窒素の上限値を越えた時は、その分はバイオガスプラント（発電所）

に搬入し、その副産物を引き取って土地に還元することになる。全飼料の 50%が自作であ

ることが義務付の地域もある。オーガニックビーフの飼育には別途飼料を中心に各種の条

件がある。 

 １頭当たりの飼育面積には規制がある。１頭飼いの禁止や繋留飼養の禁止、去勢の禁止は

ない。閉鎖空間での飼養も禁止ではない。但し自然日光が射すことが義務付けられている。 

 １歳以上の精液を採取する雄牛 l には、人の安全を守るため鼻環を付けることが義務付け

られている。 

 出荷する場合の、農場からと畜場までの輸送距離規制はない。出荷する場合の、農場から

と畜場までの輸送距離規制はない。但し 20 ㎞以上（２時間以上との話もあった）の場合は、

途中で休息、エサと給水の義務がある。８時間以上の輸送はできない。 

 個人農場の屠場設置は一定のかなり厳しい条件下で認められている。これは明らかに畜

産物の地産地消の推進になっている。 

 なお、循環型農業として、生産された穀物は食料、飼料用のみならず、バイオガスプラ

ント（発電用メタン）のメタン発酵促進基材としても使用される。プラントの副生物は、

供出者の土地に肥料として還元することになっている。これはドイツの原子力発電所廃止

計画に伴う政策の一環になっているという。 

（４）繁殖技術 

 事例１．ドイツ・ワギュウ・アカデミー（ゼップ・クラッツ氏） 

  AI と ET の割合は 50 対 50 であり、これらの AI と ET で受胎しない牛に関しては放

牧地での自然交配を実施する。そのため 2 頭の雄牛を繋養している。ET は、ET 専門の獣

医師と契約している。過剰排卵処理後の採卵では平均 1 回で７～８個の受精卵を回収して

いる。この数は日本の平均とほぼ同じである。ET の受胎率はドイツでは平均 50～60％で

あるが、クラッツ農場では 60～70%である。母牛の供用年数は特に決めていない。一番年

齢の高い経産牛は、2010 年生まれで５産牛である。 

 事例２．ミッドランド・ワギュウファーム（クラウス・メビウス氏） 

  精液採取用の種雄牛２頭で累積 5,000 をストロー採取した。年間採卵頭数は 20～30

頭・回であり、1 回の採卵数で平均７個の移植可能卵、年間採卵数は 140～160 個である。

うち 120 個をドイツ国内へ販売する。受精卵の EU 諸国への輸出のため、現在トレーラー

を改造した ET ラボを設置工事中である。そのために、遺伝的に価値の高い牛が必要。 
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 事例３．ウェスターベルガー社（フランツ・ケルヒナー氏） 

 繁殖用ワギュウ 40 頭を保有し、未経産牛および育成牛は全頭でアグリ-バイオの BCA テ

ストを受けており、stearoyl-CoA desaturase（SCD）、tenderness および bGH（Exon 5）

などの検査を実施し、ドイツ国内で唯一の 100 満点牛を２頭所有する。ワギュウへの交配

は自然交配、人工授精が半々である。いずれも舎内で行う。採卵は BCA テストの得点が高

いドナー牛から実施しているが、精液はなるべく但馬の濃い雄牛を使うようにしている。受

精卵移植は専門の獣医師に委託して実施しており、受胎率は 50～60％でと乳牛への移植と

しては満足できるという。 

（５）ワギュウ肉の販売方法 

 事例１．ドイツ・ワギュウ・アカデミー（ゼップ・クラッツ氏） 

  肥育出荷時の生体重は 700 ㎏、枝肉重量は 400 ㎏程度、枝肉歩留まりは 57～58%で

ある。枝肉単価は約 15 ユーロ（1,950 円）/㎏である。と畜場の隣に、クラッツ氏の枝肉

カット工場があり、そのカットは食肉処理マイスターであるクラッツ氏自身が行ってい

る。牛肉の全量をクラッツ氏自身が卸売りしている。販売先はミュンヘン地域のみであ

り、ホテル、レストランなどに直売している。彼自身が所有する高級レストランでも、ワ

ギュウ肉をメニューに入れている。友人の最高級レストランにも置いている。いずれのレ

ストランでも常時のメニューにはなく、希少価値品のグルメビーフとしているが、特に高

い価格ではない。 

 事例２．ミッドランド・ワギュウファーム（クラウス・メビウス氏） 

  屠場と農場販売店を持ち、枝肉は日本式に第６-７肋骨間で４分割する。カット工場、

ソーセージなどへの加工工場も同じ建物に持っている。対面販売を重視し、生体のうちから

予約販売し、その牛に接してもらうこともしている。ケムニッツ市内の友人の食肉専門店で

も扱っている。その店は通信販売を始めた。 

 事例３．ウェスターベルガー社（フランツ・ケルヒナー氏） 

  収益性を高めるために子牛生産から肉の販売まで一貫生産するので、と畜場も自前で

経営する。出荷はまだ 2 事例しかないが、48 ヵ月齢で体重が 910 ㎏、枝肉重量は 550 ㎏、

枝肉歩留まりは 60.4％であった。自分で日本式に BMS（脂肪交雑基準）評価すると、いず

れも８～９であった。将来は農場レストランを計画している。 

（６）経営の今後―日本との関連 

  いずれのワギュウ経営者も肉質を追求する経営を目指している。ワギュウ育種資源の

販売とワギュウ肉の販売をそれぞれの収益性を見ながらバランスをとろうという人、より

肉質を追求して日本の肥育技術に関心がある人、より優秀な血統を用い、1日生産コストな

どから試算し、他に見られない 48か月齢までの長期肥育で他にない肉質を追求しようとい

う人などさまざまである。１事業体の規模としては、ワギュウの月々４～５頭の出荷がドイ

ツ最大規模になるという。将来は、ドイツ産ワギュウ肉を最高級価格で販売することを計画

する人がいるということになり、日本の輸出和牛肉との競合も想定される。 
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（７）ワギュウ参入の経緯とワギュウ肉観 

 事例１．ドイツ・ワギュウ・アカデミー（ゼップ・クラッツ氏） 

  2008 年に、アメリカのネブラスカから受精卵（タケダ氏のイトシゲナミの系統）を購

入したのが彼のワギュウの始まりである。ブラウンスイスの雌に ET し、2010 年に農場で

初の雌子牛が生まれた。当初はオーストラリアワギュウ精液を用いて、シンメンタールにワ

ギュウを交雑した肉量の取れる高級牛肉の生産を考え、これを「バーバリアンワギュウ」と

称して自家農場で飼育していたが、現在は純粋ワギュウ雌を育てることに方向転換した。日

本の和牛には大いに興味があり、長崎全共も東京食肉市場も見学した。 

 高級牛肉とはずばり、高く売れる牛肉である。オーガニックはトレンドであり、牛肉とし

てのシェアはわずか 10%である。一般に放牧牛やヤングブルがよいといわれるが、私は美

味しさだ大切だと思う。ドイツワギュウを世界のグルメが認めるものにしたい。 

 事例２．ミッドランド・ワギュウファーム（クラウス・メビウス氏） 

  2005 年、メビウス氏はマレーシアで初めてワギュウのステーキを食べ、そのおいしさ

に感動した。帰国してすぐ 2005 年にアメリカのワギュウ受精卵を 15 個購入し、すべて自

己保有のアンガスに ET した。2006 年に８頭の子牛を得たのがメビウス農場での和牛生産

の始まりであり、ドイツで最初にワギュウが誕生した農場である。ワギュウの血統を維持し

ていくためオーストラリアからは現在も受精卵と精液を輸入している。ET も含めてフルブ

ラッド同志の交配による繁殖を続けている。 

 Aus KOBE のような紛らわしい表示に関して、日本は地理的表示制度（GI）で対応しよ

うとしているそうだが、ドイツワギュウの仲間でも GI に関心を持つ人もいる。ドイツでは

チーズの GI はあるが牛肉の GI はない。ワギュウはすでにドイツ各地に広がっているので

地域産牛として GI にするのは困難であろう。交雑による名称のみのワギュウ肉生産は避け

るべきである。  

事例３．ウェスターベルガー社（フランツ・ケルヒナー氏） 

 何事も便利で安くという現在の風潮の中、家庭においても包丁を研いで料理することが

少なくなった。プロの料理するワギュウのヒレ肉を包丁で薄切りにしたのを勧められたこ

とがある。おいしく歯が要らない柔らかさに感激した。ミュンヘン郊外の耕作放棄地を活

用し、地域交流のある農業として、ワギュウ一貫生産に取り組んだ。 

 高品質を追求して、最高血統のワギュウや施設に投資している。フルブレッド交配のワ

ギュウと、酪農家と組んだ ET ワギュウの生産をしている。 

 ワギュウの薄切り肉料理は、高級レストランやホテルでもっと高く売れると思う。バイ

オ牛肉は、高くともよい。また放牧を取り入れた肉牛はおいしいという人もいる。家畜の

飼い方について、鶏も豚も牛も同様だが、農薬、飲料水汚染等が問題であり、批判するの

は容易だがそれはしたくない。肉質を追求した長期肥育を企画している。長期肥育は不自

然だとか、日本の肉牛飼育方法は不自然だとの声もあるが、妥協は必要だと思っている。 

自分は自分のやり方で最も良いという方法でやっていきたい。  
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第５章 牛肉の市場 

（１）ドイツの牛肉の食べ方 

 ドイツの牛肉の食べ方は、ステーキ、バーガー、イタリア風蒸し焼き、シチュー、ロース

トビーフなどである。 

（２）高級レストラン 

 １）高級レストラン「Zum Golden Kalb（金の子牛）」 

 この店ではメニューにない世界各国各種の牛肉がショーケースに、ステーキ価格ととも

に展示されていて、指定したステーキが注文できる。この日は世界 11 カ国 22 種類の牛肉

が展示されていた。単価の最高値はチリ産ワギュウであり、最安値は地元産シンメンター

ルのヤングブル肉であった。ドイツ産はワギュウを含めて７種類であり、チリ産ワギュウ

も扱っていた。日本産の和牛肉は扱っていなかった。ドイツ産ワギュウは特に高値で扱わ

れているわけではなかった（本文に詳細あり）。 

 ２）新開店クラッツ氏の高級レストラン「Andechser am Dom（修道僧）」 

 7 時半過ぎには 60 席以上あると思われる 1 階は全席が埋まっていた。残念なことにこの

日はワギュウがなかった。ステーキは地元バイエルン州産ヤングブルが中心であった。） 

 ３）ミュンヘン市役所食堂「Ratskeller München」 

  ワギュウはメニューにはなかった。各国の牛肉がメニューにあるが、最も高いのはニュ

ージーランド産のフィレステーキであった。 

（３）牛肉の小売価格 

 メビウス農場の販売店、市民広場のマーケット、スーパーマーケット EDEKA 内の食肉

店 vinzenzmurr、食肉専門店 FRISCHE PARADIES、デパート GALERIA KAUFhOF で

牛肉の小売価格を調査した。農場販売店以外は全てミュンヘン市内である。 

 この調査の中では、最高単価の牛肉はデパート販売のオーストラリア産ワギュウロース

で、100g が 15.90 ユーロ（2,067 円/100g）であり、最安値はスーパーで売られていたミュ

ンヘン地元産の Rinderlendensteak で 100g が 2.29 ユーロ（298 円/100g）で、最高値は

最安値の 6.9 倍であった。農場販売店ではさらに安かった。 

 高価な肉としてはワギュウ、ドライエージングであるが、アメリカ産やバイソン肉も高価

であった。ワギュウは大型食肉専門店のみで扱われていた。輸入牛肉は EU（スペイン、ア

イルランド、スコットランド、ポーランド、フランス）、アメリカ、カナダ、アルゼンチン、

オーストラリア、ニュージーランド産であり、限定的な調査のためか日本産ワギュウ肉は見

当たらなかった（本文に詳細あり）。 

 広場マーケットでは食肉、加工品や臓器類や野生動物も清潔な環境で、手ごろな価格で販

売されていた。スーパーでは地元産、自家産の肉を安く扱っていた。農場名提示牛肉（Farm 

Asured Beef）もみられた。有機牛肉については調査できなかった。スーパーやデパートの

パンフレットには、農場や生産者の写真や、EU委員会によるENJOY IT'S FROM EUROPE

キャンペーンによる地理的表示の地元豚肉の解説記事も掲載されていた。     以上 


