
  
  飼料構造論（4）

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 阿部,亮
発行元 養賢堂
巻/号 63巻11号
掲載ページ p. 1072-1078
発行年月 2009年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1072 

飼料構造論(4) 

ーエコフィード，豚を中心として一

阿部 亮

前回は，現在の飼料政策が平成 14年の「今後の

飼料政策の展開方向~安全安心な畜産物の安価・安

定供給のための飼料供給構造の確立に向けて~J

(新たな飼料政策の展開方向)を基礎とし，その路

線が工程表に沿って推進されていることを述べた。

その中では，食品循環資源の飼料利用が政策課題と

して浮上し，飼料自給率向上の一手段として主要

テーマのーっとなってきている。

今回は豚を中心としながら，食品循環資源利用飼

料(エコフィード)について考えてみるよ

現在のトウモ ロコ シの 市況

現在(平成 21年 9月 17日)のトウモロコシのシ

カゴ相場は 1ブッシェノレ (25.4kg)が3ド、ノレ前半で

推移している。今年のアメリカのトウモロコシは史

上2番目の大豊作が予想され，国内の配合飼料価格

は1O~12 月の第 3 四半期には下げが予測されてい

る。 3ドル前半という価格は後述する(表1)よう

に高い。しかし，昨年，一昨年の異常な高騰期に比

べると安い。今，畜産農家も含めた関係者の心理は

複雑である。 I喉元過ぎて熱さを忘れず，輸入飼料

一辺倒の飼料構造では駄目，改変する努力をしなけ

ればJ， I安くなってきた，従来方式を継続し

ょう J， Iアメリカを始めとする世界の農業市

況に振り回されたくない，自給飼料基盤を地域

内でしっかりと作るjという声が錯綜している。

改革派と守旧派が目に見える状況になってき

た。

トウモロコシのこれから

日本の畜産の基盤を作ってきたアメリカト

ウモロコシの供給は今後，どのようになるのだ

ろうか，どのような状況がアメリカトウモロコ

シの周辺にあるかを改めて考えてみる。考える

理由は改革思考をするか，守|日思考をするかの

判断材料を提供するためである。

事畜産・飼料調査所(AkiraAbe) 

安定・安価供給の条件は，世界の平和，好気象，

原油の安定・安価供給，適耕作面積維持，為替相場

の安定，需給バランス維持，商品市場の健全性，供

給地域の多元化等である。これらの要素の適否がそ

の時々に相い絡まって変動を大きくしたり，逆に抑

制・制御したりしている。

表 1にはシカゴ相場が 1ブッ、ンェル3ドルを超え

た時期とその理由を示す。過去 29年間の聞に，異

変が 9回起きている。 3.2年に一度近い割合で，日

本国内では，関係者が飼料価格を心配しなければな

らない事態を経験していることになる。

平成 20年 7月には 7.6ドルという値がついてい

る。平時，上記した「新たな飼料政策の展開方向J

が出された平成 14年の平均価格， 2.3ドノレと比べて

3.3倍というかつてない価格である。この時にはエ

タノーノレ需要と投機資金の流入が大きな変動要素

として作用した。 I需給バランスの維持Jと「商品

市場の健全性Jが崩れたのである。

アメリカに流入する資金とアメリカ圏内の年金

フアンドが滅多にはない大相場だということで，証

券市場から原油と穀物の商品市場に流れ込んだと

言われている。その経験から，今年4月の主要8ヶ

表 l シカゴ商品取引所においてトウモロコシ価格が
lブッシェノレ3ドルを超えた時と価格

年号(西暦) 価格ドル

昭和55年11月(1980) 3.81 

昭和58年9月(1983) 3.55 

昭和田年 7月(1988) 3.10 

平成 6年 l月(1994) 3.02 

平成 8年5月(1996) 4.95 

平成16年4月(2004) 3.16 

平成19年 l月(2007) 4.04 

平成20年6月(2008) 7.60 

備考

ソ連穀物不作，米国熱波
米国熱波

米国干ばつ
米国減産

作付減少，春の長雨，夏の熱波

中国からの需要増加等

バイオエタノール需要増大

バイオエタノール需要増大，
春の長雨・耕地浸水

平成21年9月(2009) 3.18 史上2番目の収穫予想

(流通飼料便覧，農林水産省生産局監修2004および農林水産省

会議資料，飼料をめぐる情勢，平成19年2月)

0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY
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国 (G8)農相会議では農産物市場への投機の監視が

必要とし，各国と国際機関が連携して価格の大きな

変動を抑えることが協議されている。

適耕作面積の維持には，作物栽培に適した土壌条

件の確保ということに加えて，トウモロコシと他作

物の作付競合の問題をも含む。

供給地域の多元化の現状をみると，大手の複数の

総合商社が穀物の確保のために，海外の農場や施設

への投資を活発化させる動きがあると同時に，日本

政府も今夏，穀物の安定的な確保を目指して海外農

業投資戦略をまとめた。その内容は中南米，中央ア

ジア，東欧を重点とした投資協定の締結と，日本の

企業や団体が農地を取得したり，農業インフラを整

備したりするのを支援するという内容が中心であ

る(日本農業新聞，平成 21年 8月 21日)。

いくつもの要素が複相した形で供給量と価格の

安定を維持したり，逆に乱高下を招いたりという姿

はこれからも続くわけで、あるが，この中で，気象の

影響(水問題を含めて)が変動に対する寄与率とし

ては最も高いであろう。

表 lを見ると，熱波・干ばつという字句が繰り返

し出てくる。 1988年の干ばつの原因について，立花

隆氏は以下のように述べている。 I干ばつの根底に

は，アメリカの気象が根本的に大きく変動しつつあ

るということがあるのである。(中略)1983年にア

メリカのナショナル・リサーチ・カウンシルが発表

した新しい気候モデルによるアメリカの中西部に

おける水の需給予測によると，西暦2000年に向かつ

て，アメリカの穀倉地帯の水不足は毎年ひどくなっ

ていくのである。アメリカ中西部は，たまたま今年

運が悪くて干ばつになったのではない。気候ノfター

ンの大変動によって，この地域全体が干ばつ化しつ

つあるという大状況の中で，この干ばつは起きたの

であるJ(講談社，同時代を撃つ，パート 2，1989)。

2007年気象変動に関する政府間パネルj

(IPCC)は地球温暖化の影響を予測する第4次評価

報告書を公表した。その中では，温室効果ガスの増

加(人間の活動)が温暖化の原因とほぼ断定し，そ

の影響予測が種々の側面について述べられている。

このままで推移すればどうなるのか，地域別にみる

と，

アジア・ 21世紀半ばまでに，穀物生産量は東アジア

と東南アジアで最大 20%培える反面，中央アジアと

南アジアでは最大 30%減る。急速な人口増加や都市

化によって，いくつかの途上国では，飢餓に直面す

る可能性が非常に高い。

アフリ力:農業生産は，気候の変動で，多くのアフ

リカ諸国で著しく損なわれる。農業の適地面積，栽

培可能期間，農作物の生産可能量が，半乾燥地域と

乾燥地域の縁に沿って減少。食料の安全保障に悪影

響を与え，栄養失調を悪化させる。

オセアニア:降水量の減少と蒸発量の増加で，オー

ストラリア南部や東部，ニュジーランド東部などで，

30年までに水不足が悪化する。増加する干ばつと火

事で，農業や林業の生産が減る。

欧州:ほぼ全ての地域で，気象変化による悪影響を

受け，自然資源と資産の地域格差が広がる。南欧で

は高温と干ばつが農作物生産の減少や水不足など

を招き，森林火災が増える。中欧や東欧では，夏の

降水量が減って水不足となり，熱波が健康に悪影響

を及ぼす。北欧では農産物の生産量が増える良い面

もあるが，冬期に頻繁な洪水が起きたり，生態系が

危機に瀕するなどの悪影響が増えてくる。

南米:今世紀半ばまでに，気温の上昇と土壌水分の

減少で、アマゾン東部の熱帯雨林がサバンナになる。

より乾燥した地域では，農地が砂漠化し，農作物の

生産量や家畜生産量が減少する。温帯地帯では大豆

生産量が増える。

北米:今世紀はじめの数十年間の気候変化は，降雨

依存型農業の農産物生産量を 5~20%増加させるが，

地域間でばらつきが生じる。西部山岳地帯の温暖化

は，氷原の減少，冬期洪水の増加などをもたらす。

現在，熱波に見舞われている都市は，今世紀中にさ

らなる熱波に見舞われ，増える高齢者を中心に健康

に悪影響を受ける(日本農業新聞平成 19年 5月 l

日，抜粋)。

「トウモロコシのこれから」は簡単には予測でき

ないが，楽観論(国や企業の努力を含めて)と悲観

論を天秤にかけると，どうも，悲観論に傾きそうで

ある。それとは別に，昨年・一昨年の苦労の思いが

まだ消えない中，知人の千葉県の養豚農家は言う。

「世界の経済社会情勢に振り回され，一喜一憂する

のはもうたくさん。地域内で出来る限りの飼料基盤

を整備する」。経済的な自立を図りながら，トウモ

ロコシ供給の変動を柔軟に受け止める体質が必要

ということであろう。
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構造改善の方向・ベストミックス

守旧から改革への踏みだし，それは前回にも述べ

たベストミックス飼料の調製・製造と給与の途の拡

大である。上述した知人は，配合飼料への依存率を

低め，エコフィードと飼料米そして，サツマイモを

利用した飼料構造を考えてゆきたいと言う。

本稿ではエコフィードの現状と課題について考

えてみたい。まず，肥育豚へのエコフィードの給与

試験成績を二つ紹介しよう。一つは，多様な食品循

環資源(食品製造副産物，食品流通業残さ，外食産

業セントラルキッチン残さ等)から製造した乾燥飼

料(フードミーノレ)を配合飼料に混合し，肥育豚に

給与した試験(表 2) と，もう一つは，肥育豚の養

分要求量に近似させた成分の飼料を調製し，肥育豚

にそれだけを 100%給与した成績(表 3) である。

表 2は北海道立滝川畜産試験場の成績であるが，成

果の要約では， rフードミーノレは噌好性がよく，フー

ドミールで(配合飼料の)15~30%代替しでも発育

が劣ることがなかった。しかし，フードミール区で

枝肉脂質の質が低下する傾向であった。(そのため)

肥育前・中期では可消化粗蛋白質含量の変動幅を考

慮して，配合飼料の 20%代替が可能である。肥育後

期では，給与飼料中の粗脂肪含有率が軟脂豚発生防

止のための目安と考えられている 5%以下となるよ

うに，フードミールの代替率は 10%までとするJ(蒔

田ら，北海道農業試験会議(成績会議)資料，平成

11年度，北海道立滝川畜産試験場)。

表3は埼玉県農林総合研究センター畜産研究所の

成績であるが，担当の山井英喜氏は， r豚の給与試

験では 100%発酵飼料でも市販配合飼料と大差のな

い発育を示しました。また，豚の食味試験でも大差

はありませんでした。分別した食品廃棄物を適切に

混合し，安全性を配慮して処理することで，市販配

合飼料と遜色のないスタンダード飼料を作りえる

ことが確認されました。 J (山井英喜，養豚の友，

2003年 10月号)と述べている。

農林水産省は飼料自給率向上戦略会議の下，食品

循環資源利用飼料(エコフィード)の拡大に向けた

努力を平成 14年以降，工程表を基礎に展開してい

る。表 4には工程表における，1)平成 20年目標，

2)平成 20年の取り組み結果と課題， 3)平成 21年

度目標を示す(農林水産省会議資料，飼料自給率を

表 2 フードミールの養豚用飼料としての評価

使用食品循環資源の由来:レストラン，学校給食

施設，スーパーマーケット，食品加工場，ホテル，

デパート，食品小売り，仕出し・弁当製造等

飼料化手法:油温減圧脱水乾燥方式(てんぷら方
式)

製品の一般成分(原物中%):水分4.6，粗蛋白質
21ふ粗脂肪11ム炭水化物55.8原物中TDN含
量:76.8%

肥育試験 配合 フードミール区

成績 飼料区 15%区 20%区 30%区
供試頭数 6 6 6 6 

開始時体重kg 30.1 30.0 30.1 30.0 

終了時体重kg 110.4 110.5 110.4 110.5 

所要日数 80.5 78.3 79.8 74.3 

日:増体量kg 1.02 1.04 1.01 1.09 

枝肉重量kg 79.6 79.7 79.3 78.7 

脂肪融点℃

背外層脂肪 29.2 28.3 27.3 26.9 

背内層脂肪 35.5 34.9 33.8 34.2 

腎周囲脂肪 40.8 40.6 40.9 38.8 

(蒔田ら，北海道立滝川畜産試験場， 2001)

表 3 食品残さ飼料 100%給与の試験成績

品循環資源の原物配合比率%:パンくず24ムトウフ
粕13.2，米飯類5.7，野菜くず13.2，魚あら7.5，

ふすま22ム規格外小麦5.7，戻し発酵飼料7.5

飼料製造法・混合機投入→加熱発酵60~700C ， 2時間

→熟成→800C1時間乾燥→ふるし、→袋詰め

飼料の化学組成(水分以外は乾物中%):水分10.5，

粗蛋白質18.0，粗脂肪4.2，炭水化物73.6

食品残さ飼料 配合飼料肥育試験成績
給与区 給与区

供試頭数 6 6 

開始時体重kg 58.5 59.5 

終了時体重kg 109.0 111.7 

増体日量kg 0.90 0.93 

飼料摂取量kg/日 2.71 2.86 

枝肉重量 76.1 78.1 

背脂肪厚cm 3.6 3.6 

腎周囲脂肪

不飽和脂肪酸比率% 51.1 49.3 

融点℃ 44.2 45.3 

(山井ら，埼玉県農林総合研究センター畜産研究所3

2003) 

めぐる情勢，生産局畜産部)。

現在，エコフィードの製造事業所は国内にどのく

らいあるのだろうか。それを表 5に示した。また，

表 6には，食品循環資源のリサイクルの状況を示し
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た。さらに， I'l本農林統計協会連合会が調査した養

豚農家の飼料使用実態調査の結果(畜産経営におけ

る食品残さ等利活用のために，平成 18年 3月，畜

産技術協会・全国農林統計協会連合会)および，日

本養豚豚協会が調査した養豚農家が食品残さを

使用したがらない理由J (平成 19年度)を表 7と8

に示した。

エコフィードの課題

表5のエコフィード乾燥飼料に見られるように飼

料としての価格は配合飼料よりも安く供給される。

また，素材を厳選して肥育豚の栄養素要求量に合致

した飼料を製造した場合には， 100%給与も可能で

あり，多様な食品循環資源を混合して調製した飼料

では，配合飼料の1O~20%の代替が可能で肥育農家

の生産費を低減することに貢献する(表 2，3)。

そして，エコフィード生産のための材料としての

食品循環資源にはまだまだ未再生の部分が多く，潜

在的な生産余力は十分にある(表 6)。

飼料構造改変を目指して，エコフィードの生産と

利用を拡大するためには，どのような課題や陸路が

あるのだろうか。

ここでは，それを， Iエコフィードの使い勝手の

問題」と「エコフィードの生産・利用のための地域

社会の課題」に分けて考えてみたい。

エコフィードの使い勝手の問題

養豚用飼料としてのエコフィードの種類は，乾燥

飼料とリキッド飼料，煮沸飼料等があるが，ここで

は乾燥飼料に的を絞って考える。乾燥飼料の使い方

の太宗は配合飼料の一部を代替するという形態で

ある。その場合の農家の対応手法として，1)エコ

フィード乾燥飼料を配合飼料と庭先で混合して，給

餌ラインに流す， 2)配合飼料輸送のタンクの中に

エコフィード製造所でエコフィード乾燥飼料を加

え，豚舎の前の飼料タンクに流し込む， 3) 乾燥エ

コフィードを手給餌する， 4) 配合飼料工場で乾燥

エコフィードを配合飼料原料の一部として使用し，

調製されたエコフィード入りの配合飼料を肥育農

家の給餌ラインに流す，等がある。現状では，1)

表4 エコフィード推進の目標と取り組み結果(農林水産省)

平成20年度
項目 目標

広域における安定供給体制の確立 エコフィードの広域利用(配合飼料原料

としてのエコフィードの利用拡大)

地域における安定供給体制の確保 モデル的な地域協議会の設置，研修等の

及び必要な専門技術者等の確保・ 推進

育成

安心して利用出来る仕組みの構築 エコフィード認証制度の構築

項目

消費者等に対する理解の醸成

安定的利用体制の構築

技術の普及・定着の推進

平成21年度

対応方向

エコフィードを給与して生産された畜産

物に対する表示認証を検討，食品産業，

消費者，畜産農家等，対象に応じた普及

啓発，理解醸成の推進

食品産業の規模や取り組みの範囲等に応

じた効率的かつ安定的利用体制，排出者

(食品産業者)と利用者(畜産農家等)との

マッチングの推進

専門技術者等の確保・育成，エコフィー

ド製造技術及び給与技術の普及

取り組み結果と課題

配合飼料メーカ6工場と食品残さ飼料化

業者4工場におけるエコフィード増産の

取り組み実施

44地域において地域協議会設置， 18地域

においてエコフィードに関する技術研修等

を実施

エコフィード、認証制度構築

(21年3月23日から申請受付開始)

目標

エコフィード認証制度の推進，エコフィ

ード利用畜産物の認証制度の検討，地域

セミナー等の開催

配合飼料原料としてのエコフィードの

利用拡大， TMRセンターを活用したエコ

フィードの利用拡大，地域協議会の設置

研修等の推進，エコフィート沫リ用畜産物

の科学的評価の実施，飼料化及び給与に

関する優良事例の紹介

(飼料自給率向上に向けた平成20年度行動計画の点検・検証，会議資料，農林水産省生産局畜産部，平成21年3月)

(エコフィード推進に向けた平成21年度の取り組み，会議資料，農林水産省生産局畜産部，平成21年5月)
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表 5 全国のエコフィード製造業者
(平成 21年 l月現在)

エコフィード原料と事業所数

酒粕類(焼酎粕，ビール粕等 27

糟糠類(トウフ粕，醤油粕等 24

農産物加工残さ(ビートパルプ，ジュース粕等 18

パンくず，菓子屑等 11 

その他(複数混合 56

余剰食品(売れ残り商品，厨芥類等 39

動物性原料(油粕魚粉等 17

その他 5 

合 計 197 

対象家畜と事業者数

牛 87

豚 113

鶏 46

飼料化手法と価格(円/kg)
乾燥飼料 25.8 

サイレージ 21.1 

リキッド飼料 5.8 

(飼料自給率向上に向けた平成21年度行動計画，会
議資料，農林水産省生産局畜産部，平成21年3月)

と3)が主流であろう o

過日，山口県の養豚農家の人達と議論した際には，

4) の形，エコフィード入り配合飼料が良い，とい

う声が多かった。

表 4に見られる主うに，農林水産省の計画の中で

も，その形態の推進を図っている。その理由は，エ

コフィードを多量に使用出来，広範な地域の肥育農

家に供給でき，適切な飼料設計によって調製された

飼料の使用は表 7，8にある肥育農家の懸念」

を払拭してくれる，と考えるからであろう。この形

を推進してゆくためには，エコフィードを作る側と

配合飼料に混ぜる側(配合飼料メーカー)のそれぞ

れが，それぞれの立場で課題を解決・整理したうえ

で連携協力する努力が必要となる。エコフィードを

作る側の課題としては，製品の組成の変動を極力小

さくする，飼料安全法の種々の要件を満たす，年聞

を通じて一定量の製品を供給する等があろう。年聞

を通じて一定量の飼料製品を供給するためには，エ

コフィード生産者の連携もまた必要で、ある。

配合飼料メーカはそれらの要件の達成度を評価

したうえで，原料として利用することになるが，そ

の採否に関しては，企業としての理念が大きく関与

しよう。

従来，養豚用肥育飼料としては使用してこなかっ

た新参者をどう認知するかという，企業の姿勢であ

る。姿勢というのはこれからの日本の飼料構造をベ

ストミックスの方向に舵を向けることに対する飼

料メーカの賛否と賛という場合の具体的な行動の

取り方である。この問題は，日本の電力業界が自然

エネルギーを活用して生産した電力を送電網の整

備をも含めた形で，積極的に利用して欲しいという

議論と重なる部分である。飼料ベストミックスを国

内に浸透させることへの企業の努力と，エネノレギー

のベストミックスを圏内に浸透させるための企業

の努力が，やはりこれからの日本にとって大切なこ

とであり，それを全うするために，未来への投資と

して，飼料の問題では，政策的な支援(表 4) が行

われていると考えたい。

エコフィードの生産・利用

のための地域社会の課題

平成 13年 (2001)に食品リサイクル法が施行さ

れ，その時に登録再生利用事業者制度が設けられた。

それは食品循環資源の再生利用を促進する担い手

として設けられた制度であり，この登録を受けた業

者は資源再生の理念と技術力を固から認められた

表 6 食品残さの発生量とリサイクル率(平成 19年度)

発生量 リサイクル率% 未再生
千トン 飼料化 肥料化 メタン 油脂・油脂製品 % 

食品製造業 4，928 39 31 4 3 23 

食品卸売業 736 13 41 4 41 

食品小売業 2，630 8 20 2 69 

外食産業 3，048 5 4 6 84 

食品産業計 11，343 21 22 2 4 51 

(食品残さの飼料化(エコフィード)をめざして~飼料化マニュアル(平成21年度版)~，
全国食品残さ飼料化行動会議，配合飼料供給安定機構，平成21年8月)
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表7 養豚農家の食品残さ飼料利用に関するアンケート調査結果
(北海道，青森，山形，茨城，埼玉，東京，山梨，愛知，大阪，鹿児島， 10都道府県)

現在使用している飼料(回答数156)
配合飼料のみ 96戸(61.6%) 配合飼料+食品残さ 57戸(36.5%)
食品残さのみ 3戸(1.9%) 

利用している食品残さ上位10品目(回答戸数)
パンくず(38)麺類。1)米飯類(21)事業所・家庭食べ残し(19)
事業所調理残さ(17)鰻頭・菓子パン(13)パン生地(9) トワフ粕(7)大豆加工品(6)レストラン・市場等野菜くず(5)

食品残さ利用の意向(回答数140戸)
積極派:飼料としての要件を満たしていれば積極的に使う 53戸(37.9%)

供給体制・サービス体制が整っていれば使用したい 37戸(26.4%)
消極派:関心はあるが，現在の飼養体系を崩したくないから使用しない 35戸(25.0%)

関心はない・利用しない 15戸(10.7%)

(畜産経営における食品残さ等利活用のために，畜産技術協会・全国農林統計協会連合会，平成18年3月)

リサイクルにおける地域の核(コア)としての存在

であり，この事業所への食品循環資源の収集運搬に

関しては，荷下ろし先での市町村の許可が不要であ

るという特例が認められると同時に，再生加工に見

合う額の処理費用を市町村の定める料金の上限を

超えて，食品関連事業者から徴収することも出来る。

つまり，広い地域からの素材の収集によって，必要

とされるリサイクノレ製品(飼料)生産量の維持に対

しての担保が与えられると同時に，排出者との合意

の下に持続的なリサイクル製品の生産のための経

営にも配慮がなされた。

平成 19年 (2007) には改正食品リサイクル法が

施行されたが，ここでは，リサイクルループの完結

という考え方が導入されている。これは，リサイク

ル製品の製造業者が生産した肥料や飼料を使って

生産した農畜産物を排出元の食品関連事業者が利

用するとし、う仕組みである。この再生利用計画事業

計画の要件は以下のようである。

1)リサイクルによって製造された特定肥飼料等

の利用によって生産された農畜水産物， 2)特定肥

飼料等の利用により生産された農畜産物を原料又

は，材料として製造され，又は加工された食品で

あって，当該食品の原料または材料として使用され

る農畜水産物に占める1)の農畜水産物の重量の割

合が 50%以上のもの。

そして，この再生利用事業計画の認定を受けた場

合には，認定事業者(食品関連事業者)の委託を受

けた再生利用事業場への食品循環資源の収集運搬

に関する許可が不要であるという特例を設けてい

る。行政区分を跨って存在する食品関連事業所から

の荷出しが緩和され，一つの工場で，多量の製品が

表8 養豚農家が食品残さを
使用したがらない理由(%)

原材料のまとまった入手が困難
安全性に対する不安

栄養面で不安定

肉質低下
運搬・乾燥等の経費負担

47.8 
29.8 
32.6 
28.8 
25.8 

労働力不足 33.4 

イメージによる豚肉消費低下懸念 14.9 

(日本養豚協会，平成19年度)

生み出される素地が拡大された(筆者，食品リサイ

クルの方向性，月刊廃棄物， 2008年 10月号)。

このような新制度の下で，飼料化率の向上が期待

されるのは表 6からも分かるように，食品小売業，

外食産業である。実際に，大規模養豚農場と大手の

スーパーマケットとの聞で，リサイクルループの認

定を受けて事業を展開している例もある。今後の焦

点は，小売りや外食産業である。異物の分別，保管

場所・臭気対策，再生利用のコスト等，排出業者が

対応しなければならない問題・課題は多い。現状で

は，再生利用に関心を持ち，理念先行型の廃棄物処

理業者が先導する形で飼料生産を行っている所が

多い。

筆者がこの問題で期待しているのは市町村の環

境対策の窓口である。安易に焼却処分をするのでは

なく，飼料化への誘導をバイオマスタウン事業を利

用するなどの手法で行うべく，考えてもらいたいと

思っている。

それと，もう一つ大切なのは，畜産農家や畜産関

連事業者と食品関連事業者の交流，地域の異業種交

流の場の利用である。残飯養豚の時代を知っている

年配の人達を除いて，第一線で活躍している食品関
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連事業者は案外と，自分が廃棄物処理業者に出して

焼却処分されているものが，実は，家畜の貴重な飼

料に再加工できるということを知らない。

畜産農家が求めるもの(畜産農家)，食品関連事

業者が排出しているもの(排出事業者)，生ゴミ処

理の任にあるもの(自治体職員)，収集業者・エコ

フィード生産事業者(処理業者)の連携の輪，し、わ

ゆる地域産業複合体の形成が今後の飼料ベスト

ミックス推進のためには必須の仕組みであると考

えている。

筆者は常々，産業には構造の多様性が重要で、ある

と考えている。エコフィードの場合にも，今後，種々

の形態のエコフィードの生産と利用の状況を見守

り，支援することが重要と思う。

今，エコフィードの推進については，大規模養豚

と大手の食品関連事業者とのどッグな取り組み，大

規模なエコフィード製造業者と大手の配合飼料

メーカとの連携，地域の廃棄物処理業者を核とした

中小規模の排出業者と養豚業者の取り組み，中小規

模の排出業者と中小規模の飼料メーカーとの連携，

畜産農家と食品関連事業者の相体取引的な食品循

環資源の飼料利用等々に類型化することができよ

フ。

類型化の作業を行いながら，個々のケースにおけ

る問題点を探り，行政や地域産業複合体が一体と

なって経営の持続性を図ってゆく，それによって，

全国 194事業所の経営基盤を確立し次には，それが

モデルとなって事業体数が拡大し，飼料ベストミッ

クス化に向けての緩やかな前進をしてゆくという

のが理想的な姿であろう。

お知らせ

「家畜衛生フォーラム 2009J 開催のお知らせ

テーマサルモネラ症対策の最前線」

1.日時及び場所 呉克昌(バリューファーム・コンサルティン

日時・平成 21年 11月 27日(金) 13: 00~17 : 00 

(午前中は 10時から第 71回日本家畜衛生学会大

会を開催します)

場所明治製菓(株)本社講堂

〒104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16

Tel: 03 (3272) 6511 <大代表>

東京メトロ銀座線・京橋駅下車 1分，

または R 東京駅下車 10分

II. フォーラムのねらい

細菌性食中毒では依然としてサルモネラ食中毒が

問題となっており，その由来としては畜産食品が疑

われている。 家畜におけるサルモネラ症をコント

ロールすることが，食中毒の減少につながることか

ら，家畜における衛生対策の新戦略を考える。

E プログラム

1 座長:中村政幸(北里大)

2.演題と講演者

(1)サルモネラ食中毒について

泉谷秀昌(感染研)

(2)牛のサルモネラ症とその対策

矢田谷健(JapanCalf Clinic) 

(3)豚のサルモネラ症とその対策

グ)

(4)家禽のサルモネラ症とその対策

岡村雅史(北里大)

(5)抗菌性物質を用いた対策と薬剤耐性

浅井鉄夫(動薬検)

(6) Th1免疫誘導型新規粘膜ワクチン

渡来仁(大阪府立大)

1V.参加費と参加方法

参加費 日本家畜衛生学会会員 3，000 円/一般

4， 000円/学生 2，000円

連絡先と参加方法 余裕がある場合には当日参加

も可能ですが，なるべく事前申込(以下の連絡先に，

①氏名，②勤務先及び、③電話"Fax番号・メールアド

レス等の連絡先を送付)して下さい。なお，事前申

込の締切は平成 21年 11月 20日(金)とします。

連絡先 日本家畜衛生学会事務局

〒229-8501 相模原市淵野辺 1-17-71

麻布大学獣医学部衛生学第一研究室内

Tel: 042(769)1641 / Fax: 042(768)2612 

e-mail: oshida@azabu-u.ac.jp 

http://www.kachiku-eisei.jp/ 
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