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食品関連事業体によるエコフィード生産の

現況について の 一 考 繋

朝日

1 .本稿の目的

2001年 5月に食品循環資椋の得手Jj用等の促進

に関する法律jが施行され，食品から由来する溌棄

物(以下「食品循環資椋Jに称する)の飼料・肥料

化などの有効な再利用に向けての法制度が整備さ

れた。一方， 2007年 12月に改正された「食品リサ

イクル法jでは，食品循環資椋の再生利用に当って

は飼料化を鐙先することを明確に打ち出す一方，廃

棄物処理法の特例措置として一般廃棄物の収集・運

搬の許可を不要にするなど，政策的なパックアップ

を鮮明にしていることからも一麗の拡大が期待さ

れている。こうした中で，新たな切り札として脚光

を浴びているのが，エコフィードである山)。

それは最近高騰しつつある穀物類の価格によっ
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てエコフィードが導入される社会的与件が成熟し

ているといえる。

本稿では食品関連事業(主に大手コンビニエンス

ストア)から発生する食品循環資源、からエコフィー

ド生産に取り組んでいる事例を紹介し，飼料化に伴

う問題と課題について迫ることにしたい。

2. 食 品 循 環 資 源 の 飼 料 化

図 1はトウモロコシの由際相場であるが，ここ数

年間 150ドル(トン当たり)を超えることがなかっ

たが， 2008年に大きく上昇し，一時期は 2007年の

価格に比べ， 2倍以上高勝した。図 2は隈内の配合

飼料の側絡推移であるが， 2008年の 7月の価格は，

70， 320円であるが，去年の同時期の 59，970¥ij比べ，

l万円以上の上昇である。
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図 l トウモロコシの層際価格の動向(Fル/トン)
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最近の配合飼料の価格高騰は，まさにトウモロコ

シの国捺価格の高騰に起因している。それは配合飼

料の主原料がトウモロコシであり，そのほとんどを

輸入している日本にとっては当然の結果ともいえ

よう。

それでは，国際穀物価格の高騰に伴う|車内の配合

餌料価格の上昇が具体的に養豚にどれほど

を与えているのだろうか。なぜ養豚に限定している

のかについては，商産物のなかでも最も配合飼料の

依存度が高し、からである。

肥育豚のライフサイクルをみると，子服用飼料か

ら肥育用飼料に切り替えるのは生後 4ヶ月の体重

60~65kg を沼安とし，最終的に 110kg 程度で出荷さ

れている。

そうすると，肥育用の配合飼料を与えて純増体震

48kg (出荷体重 108kg 肥育開始体重 60kg)を得る

ためには，理論上頭当たりおよそ 147kgの配合

飼料が必要となる注2)。

1， 000頭規模で考えれば，単純に 147トンの飼料

が必要である。今年のように 1トン当たり l万円

の値上りがあった場合，し、かに養豚経営に大きな影

えているかが容易に推測できる。一方，飼

料価格の高騰に合わせ，豚肉価格が上がれば収益は

確保できるが，そう簡単には値上がりできない。事

実， 2007年 7月と 2008年 7月の豚肉価格を比較す

ると，わずか 40円/kgしか値上がりしていない。結

果的に飼料価格の高騰は杷育経営を圧迫するとし

注税t安き価格である。

かいえない註 3)。

不安定な国際穀物価格に左右される日本にとっ

てエコフィードの有効活用し、かんによっては畜産

物とりわけ豚肉の安定供給や国内自給率向上に大

きな役割を果たすと思われる。

3. 食品循環資源の飼料化に

伴う社会的条件

食品の安全性が厳しく問われている昨今のこと

を考えれば，エコフィードの導入に当たってその原

料が特定出来る食品メーカーやコンビニエンスス

トアなどに限定して行うことが効率的であると思

われる。メーカーによっては， トレーサピリティー

が確保されている可能性が高く，かっ安価な銅料を

養豚農家に提供することができることから，その事

業化がもたらすメリットは大きいと考える。

平成 18年の食品循環資椋の再来Ij用状況(i食品

残さの館料化(エコフィード)をめざしてJ社団法

人配合飼料供給安定機構， 2008年)をみると，発生

および再利用の仕向量においては食品製造業が訴

トツである。実績では，年間の食品循環資源、の発生

量はおよそ 500万トンであり，そのうち，再利用率

と飼料化率はそれぞれ 76%，38%となっている。

これに対し，卸売・小売・外食産業は合わせて年

640万トンで，再利用率は 39%であり，飼料化率

は26%に過ぎず，飼料化に当たっては食品製造業と

上ヒベ抵い水準で、ある。
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その背景としては，異質混入や品賞劣化などの問

題が指摘出来る。したがって抜本的改善がない限り，

飛躍的な利用向上は期待できない状況である。

食品循環資源、の再利用は飼料と肥料だけでおよ

そ 94%を占めており，この 2品目にほとんど限定

されているといえよう。

食品循環資源の飼料化については，闇民への食料

供給に直接関わる部分なので，社会?経済的規制が

肥料よりさらに強いことを考えれば，それなりに高

い数値であると思われる。しかし食料治費の大きな

部分を占めている食品小売業や外食産業分野の再

利用率が極めて低く，これからの食品循環資源の利

用において大きな課題である。しかし最近大手のコ

ンビニエンスストアを中心にエコフィード生産に

取り組んでいる事例が見られるようになっている

ことにも注目すべきである。

コンビニエンスストアから発生す食品循環資源

は，社会・経済的に「利用」としづ視点からみれば，

安全性の検証や確保においては他の分野より容易

であるとともに，排出先企業の社会的貢献の視点か

ら社会的費用(飼料化に向けて)を一部負担すると

いう意味から，当初政府がうたっている資源循環型

の実現の一つのモデルとしての意義を有して

いるといえる。ただしエコフィード生産においては，

初期の投資費用が大きいことや，販売先の確保など

先決条件があり，実用化に向けての障害が多い。

4. 事例分析

-A飼料 化センタ一一

1)事例 Aの飼料化センターの現況

A飼料化センターの母体は，以前から廃棄物処理

を主業務とした会社であるが，業務上食品廃棄物を

多く扱うことにより，その有効的活用について模索

していたが，法律やそのほかの技術的な問題から，

2003年にまず堆肥化センターを立ち上げ，堆!J記生産

に取組めるようになった。立ち上げ当時から，取ヲ

関係があったコンビニエンスストアやホテルから

食品循環資源、を荷受けし，施設で仕分け・分別を行

い，堆肥の製品化・販売告と図っていた。 -jj，販売

先の協力を得ながら堆肥を利用して野菜の販売や

排出先の会社との共同でバイオ消臭剤を開発・販売

を行うなどの事業展開を進めてきた経緯がある。

さらにリサイクノレ施設の周辺に生践者から畑を 5

町ほど借り，堆肥の実験問場として日々堆肥の質向

上に取り組んでLいるなどユニークな活動を行って

いる企業である。

当初から食品循環資源の有効な利用として，今後

の事業として飼料化を念頭に置いていため，堆肥の

事業化と同時に，飼料化に向けてのノウハウやデー

タを蓄積してきた。

このような努力や成果をもとに，飼料価格の高騰

などによる社会的状況が急変したことを受けて，平

成 19年に銅料化センターを設置するまでに潜ぎ着

けた。

センターの設置費用は土地を除いて 34億円がか

かったが， 1/2は閣の補助金が入っている。

製品となるエコフィードは農水省が定める「食品

残さ等利用餌料の安全性確保のためのガイドライ

ンJに準拠し，安全性を確保にしている。それに合

わせて排出先にコンビニエンスストア，小売業，外

食(ホテノレ)産業を確保したことで，これまで、ネック

となった食品産業や外食部分の再利用向上に大き

な期待が集まった。

2)飼料化センターの特徴

A館料化センターは，主な排出先であるコンビニ

エンスストアから食品循環資源を受け入れること

を前提に設計された。

取引先で、ある大手のコンビニエンスストアは堆

肥センターの立ち上げ当初である 6年前から取引が

あり，東京都内の 750J古舗を対象に， 1 J苫舗当たり

平均 15~20 キロの販売期限切れの弁当，パン，お

にぎりを回収する仕組みとなっている。現在は

1， 160 J苫舗に培えているが，近年，食品関連業によ

る食品循環資源利用の促進を図るべく，再利用基準

をめぐる規制が強くなっている。したがって最近は

1 J百舗当たり平均 14キロに減っている。し、ずれにせ

よ，館料化センターにとっては安定的な原料の確保

が事業の前提であるために，社会的焼制と

という矛粛を抱えている。

こうしたやで， A館料化センターは鮮度を維持し

つつ回収するのが必要である。冷蔵車 (5
0
Cを維持)

の 25台(全部 30台)を運行し，回収に当たってい

る。

現在は堆肥センターの運営も一緒に行っている

ので，屈収した飼料で利用出来ないものは水分調整

を行い堆肥として再利用している。
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2008年 9Jl時点での実績を見ると，低蛋白抵脂肪

の飼料は 1日に 3.5トン生産されており，高蛋白高

脂肪の館料は 1Sに 2.25トン生産され，月で換算

すると，両方併せて 150トンほどになる。

本来のセンターの処理能力が， 1 Sで 255トンで

あることを考えれば，まだフルに生産できる体制に

までは奈っていない。実際，エコフィードの販売は

平成 20年 4月から開始されており，販売先の確保

問題が緊急の課題となっている。

ただし，ここで注翻すべきことは， A飼料化セン

ターが持つ加工・処理の特殊性とその効率性である。

前述のとおり，このセンターはコンビニエンススト

アから排出される食品循環資源の街品的性質に着

目し，低詣肪低蛋原料と高指肪高蛋白原料に分けて，

徹底的に仕分け作業を行っている。仕分けられた脂

肪が少ないパン・おにぎりなどの原料はチューブPに

蒸気を通して加工する「チューブ、式jの処理を行い，

脂訪分が多い惣菜類は円盤が間る「ディスク式j と

呼ばれる処理を行っている。伺類の飼料化センター

での最終館料化率(エコフィードとしての製品化

率)が平均2害IJであることに対し，A餌料化センター

は 5割の水準であると聞いているので，新しい技術

進展によっては，有効活用の範囲はこれからますま

す広がると容易に子F想される削)。

3)A錦料化センターの課題

原料の性質に合わせた 2種類の加工・処理によっ

て，大きな菱が生じることが分かつた。ここで考え

ないといけないことは，この加工・処理には水分調

整(10~20%) を行うために，常に石油など熱エ

ネノレギーを加える必要があることと，異物混入を徹

底的に排除するために，肝心な作業がほとんど手作

業に依存していることである。実捺 A 館料化セン

ターに限ってみると，原料の仕分け作業には手作業

が必要で、あり，そのために，従業員数ト名が常に分

離作業を行っている現状がある。果たして循環型社

会の実現に向けてのー潔であるエコフィード生産

にここまで環境に負荷を与え，コストがかかる処理

方法をとるべきかについては疑問が生じるところ

ではあるが，飼料化を促進するための現実案として

はやむを得ない側面を有している。

ここの銅料化センターは，ニの点に考慮して熱エ

ネルギーを利用しないリキッド飼料生産の加工・処

理施設を兼備している。

現在，畜産関連の団体・試験場との共同開発とし

て実験を重ねており，食品循環資源のベースに粧飼

料であるアノレフアルファを加えるだけのシンプル

な方法で，実用化すれば栄養の大幅な改善が見込ま

れる。単体飼料としての利用はまだ難しいが，その

分配合飼料の給与量が減少すれば，これまでのリ

キッド飼料に対する見方が変わると期待できる。

今後，さらなる技術の向上とともに，経済性が発

揮できる流通・販売をどのように結びつけるかが，

大きな課題である。

現夜，リキッド餌料の普及の一番の障害要因とし

ては，農場へ直送する擦の専用のタンクローリーや

給与施設の導入に莫大な費用がかかることである。

とくにし 000頭以上の規模において，その経済的有

利性が認められるといわれる中，大規模農家の確保

問題も緊急課題である。これらの条件下で，個別経

済主体の努力だけではエコフィード生産は困難で

あるといえる。

5. 今後の震望

食品循環資源の銅料化に当たっては，現実的には

クリアしないといけないさまざまな条件がある。過

去に比べると，法棋度の整備や技術的向上により，

食品循環資源の宣言j料化は製品段階までは到達して

いるが，一番の問題は食品リサイクル法によって利

用が促進されたにも関わらず商品化に伴って発生

するさまざまな社会的コストへの負拐を誰に担う

べきかについての議論がト分に行われず，再生産が

担保出来る適正価格の実現には杢っていない状況

である。

筆者が調査した A飼料化センターに限ってみれ

ば，食品循環資源の仕分け・分離作業に多大なコス

トが発生している。またそれに見合う利益を得るた

めの販売先がまだ十分に確保できない状況である。

輸送や分離作業に関わるコストの負担を排出業者，

加工処理業者または額料メーカーがシェア出来る

仕組み作りが至急必要である。今後，政庁レベルで

の支譲が必要であるが，施設への補助金支出という

政策手法から，生産・流通担当者がある程度責任を

持ってコストを負担する仕組みづくりに支援を行

う必要がある。

現実を踏まえれば乾燥タイプのエコフィードが

需要があるので，それはそれで効率的に歩留まりを



機:食品関連事業体によるエコフィード生産の現況についての一考察 417 

上げる技術開発を行う一方，リキッド銅料は将来を

見据えて，現場の農場が使いやすい潔境作りや法律

整備が求められる。

本来であれば，食品循環資源、といっても，排出を

厳しく制限するとともに，排出された食品循環資源

においては，排出先が主体的に再利用にかかわる社

会・経済的費用を負担しないといけない。

排出先である事業体からみれば，国の法制と社会

的与件によって療棄物に過ぎなかったゴミが，商品

生産の原料として認知されることによって，商品経

済に転換している。

匿の法制によって，従来臨品でない産業廃棄物が

商品として社会・経済的価値(貨幣としての交換)

を与えているとの筆者の視点に宣てば， A飼料化セ

ンターが行っている一連の処理・加工作業に，排出

先である企業はその費用の一部を補うべきである。

また閣としても施設などへの補助金の支出だけ

ではなく，経済主体問の社会的責任が実現できるよ

うな仕組みづくりに支援を行うべきである，それが

ないと真の意味での循環型社会への実現は空論に

過ぎない。

j主

1) ~自民への食料供給の観点から食品溌棄物や食品残さまたは食品
由来資源などの代わりに食品循環資源j とし，続料化され
た製品についてはエコフィードとして統一する。

2) r日本飼養擦準J中央畜産会， 2004年， p.13の肥育豚 (70~ 

115kg)の1日当たり飼料褒求率 3.07(乾物当たり， lkgを治
体するために必要Eな飼料)を適照した。

3)農水省、「食肉流通統計jより東京食肉市場の中等級の豚決!の平
均悩格である。

4)飼料化率の数値は「食品残さの飼料(エコフィード)の利用を
進めるためにj社団法人配合飼料供給安定機構， 2006年，より
参照した。
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~産環境問題の完全な解決と環境保全型E義援シ

ステムの構築は1緩めて難しい課題である。本書では，

畜産学を専門とするメンバーに加えて，栽培学，土

壌肥料学，植物栄養学，情報科学，農業経済学を専

門とするメンバーが参加し，さまざまな視点から護

産環境問題を議論し解決策を探る。従来の生産効率

に偏重した生産体系から環境保全循環型の生産体

系に移行するための提言苦手。

おもな内容は以下の通り

第 l章栄養学からみた斎産環境問題

第 2章畜産による環境負荷と原単位

第 3章農家レベルの資源、循環と環境影響評価

第 4章地域レベルの資源循環と環境評価

第 5章堆肥を利用した稲作

第 6霊安 堆肥と作物生産

第 7章 肉用牛肥育経営における家畜排池物の処

理・利用意向の規定要因とその収主主性へ

の影響

第 8葉 末手Ij用資源の飼料としての活用と環境負

荷低減ーイモ類，とくにヤマノイモ属

(Dioscorea)茎葉部利用を中心に

第 9章 畜産環境問題に役立つソフトウエア開発

第 10章モデル最適化手法として Difたrential

Evolution (DE) の利用
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