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農産物の選別外品の発生と飼料化

一北海道十勝の馬鈴薯を対象として一

淡路和良IJ

(名古屋大学)

Utilization ofthe out grading agricultural products for feed 

(Kazunori A WAJI) 

I はじめに

わが国の畜産は経済成長による畜産物需婆の増

大を背景に発展右?とげてきた。しかしながらその

飼料基盤は脆弱であり，飼料自給率は 25%と低位

な状態にある。他方，食料に関して輸入大国であ

りながら食料を大量に廃棄している問題が大きく

取り上げられるようになり，循環型社会の形成を

目指して食品リサイクル法が 2001年に施行され

た。同法の 2007年の改正では，食品残さの再生利

用の中でも飼料化を優先することが繭われた。国

内で発生する食品残さをできるだけ餌料資源とし

て利用し，飼料自給率の向上につなげようとする

ものである。

この食品リサイクル法は，生産段階から消費段

階までを幅広く対象としているが，農業セクター

においては，農産物の産地における規格外未利用

品は同法の対象外となっている。つまり，食品リ

サイクル法は，青果あるいは原料として出荷され

た以降を対象としており，それ以前の段階で選別

外IE1 )となり流通過程に入らないものは対象とさ

れていないのである Q

この選別外となる農産物の実態はあまり明らか

にされてこなかったといえる。これまで農業経済，

農業経営の研究においては市場流通するものを対

象としてきたのであり校 2) 生産されても流通し

ないいわゆるロスの部分をメインに据えた研究は

ほとんどないといってよい。

そこで本研究では，農産物の産地における選別

外品の発生と利用の実態を踏まえ‘飼料化の可能

性を考察することにしたい。

注1)ここでは，岡場での粗選月IJと選来場での選別

において，選別からもれるものを選別外品と称

する。

注 2) かす類等製造副産物の利用は歴史的に行わ

れてきており，広く流通しているものも少なく

ない。それらの利用・流通について経済学的な

観点から研究したものに泉谷[3]があげられる。

E 対象農産物

農産物の中で本研究が対象とするのは，馬鈴薯

である。飼料利用という目的からは，①飼料とし

ての栄養価に優れ，②大量に生産されること，③

保存性に優れていること，が求められる。また，

麦類や豆類の規絡外品はすでに飼料原料として広

範に流通していることなどから，今後の飼料資源、

として本研究ではいも類に着目し，そのなかでも，

生産量注 3)が最も多い馬鈴薯の選別外品を対象と

した。馬鈴薯は甘藷に比べて栄養価は及ばないが

貯蔵牲に優れている。

馬鈴薯の飼料利用については，現在で、んぶんか

すが主流であり，一部加工くずの利用がみられる

程度である。馬鈴薯を直接飼料化することはほと
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んどみられない。しかしながら，第 I閣にみるよ

うに昭和 30年代までは直接飼料として利用され

ていた歴史的事実がある。 1960年は国内消費仕向

量の約 15%は飼料利用されていたが，現夜は

0.1%とほとんど飼料利用はみられなくなってい

る。
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第 1密 罵鈴翠の仕向完IJ消費構造

資料:幾林水産主省 f食料需給表j

そこで馬鈴薯の大規模産地である北海道十勝に

おいて馬鈴薯がどのような仕向け構造になってい

るのかを明らかにし，そのなかで錦料化の可能性

を探ることにした校4)。

具体的対象としては，十勝のなかでも青果向け

馬鈴薯でブランドカをもっ A農協を対象とした。

麗

場

緩協

34，370t 
(1∞) 

A農協は十勝の中央部の畑作地帯に位置する農協

であり，作付街積 9，100haのうち 1，849haが馬鈴薯

であり，その 4分の 3を超える 1，421加が食用で

ある注5)。

注 3)2009年の甘藷の生産量は1， 026千トンであり，

馬鈴薯は 2，740千トンとなっている。

注 4)馬鈴惑の飼料手当局については，畜産分野では

嶋湾 [5Jが選別タト品の馬鈴惑を対象として豚へ

の給餌試験を行っている。鳴j壌は，長崎県で生産

される馬鈴惑の 5.5%が選別外品として未利用

のまま闘場廃棄されていると推計している。

注 5)でんぷん向けの専用品種の作付は， 160haと

潟鈴寒作付面積の 1答1)にも満たない。

監馬鈴薯のアローと価格体系

1 馬鈴蕃の利用構造

馬鈴薯の産地での選外品の発生は，臨場での収

穫作業時と農協の選来場での選別時の 2段踏で発

生している。

圏場ではハーベスタ上でi総選別が行われ，選外

品は一息調場の脇等に積まれた後，指定自にでん

ぷん工場へ搬出される。粗選別で滋ばれた馬鈴薯

は，さらに農協の選来場において選別作業にかけ

臼
資果J1HM以上)

16，363t (47.S) 

芸義務・加工用

3，154t (9.2) 町
別
a

叶
込
マ
レ
h

s

i

f

 でん粉

12，030t+ 2，775t 
口 14，805t (43.0) 

第 2函 事例幾協の馬鈴薯のフロー (2009年)



られる。この仕向け実態は，第 2図に示しである

が，農協の選来場へ向けられるのは収穫量の 65%

であり， 35%は閥場ーから直接でんぷん工場へ運ば

れる。

農協の選果場では，人と機械による選別によっ

て青果として出荷するものとそれ以外のものに分

けられる。青果としての規格に入らない馬鈴薯は，

業務用技6) 加工期に向けられ，さらに加工用に

向かない部分がでんぷん工場へ向けられる。

最終的には青果用で出荷される馬鈴薯は収穫量

の 47.6%であり，加工仕向けが 9.2%，でんぷん

仕向けが 43%となっている。

題携の粗選別段階で，収穫量の 35%が選外品と

なっているが，以上みたように選外品の馬鈴薯は，

加工照，でんぷん用に向けられ，廃棄される部分

は現状ではほぼないといってよい性7)。

注6)量はわずかではあるが，特別な食材として小

ヨ三の潟鈴裟が求められることがある。ほとんど

は，サラダ用のマッシZ である。

注7)貯蔵中に腐敗したり，水分が抜けた馬鈴薯

は，第 2図にあるように堆肥化に向けられて

いる。

2 馬鈴墓の用途別価格構造

次に，馬鈴撃のフローにおいて，用途によって

価格がどの程度異なるのかをみることにしたい。

まずi援果場での規絡であるが，重量，形状，色

等で秀品 (A品)の 2L， L， LM， M， Sに区

分され，形状や色等で劣るものが一括して優品 (8

品)となる。このうち青果として出荷されるのは，

秀品のみであり S及び優品は業務・加工用に仕

向けられる。そして，秀品にも優品にもならない

ものは等外品として，でんぷん周に仕向けられる。

これら馬鈴薯の用途ごとの仕向け割合と生産者

販売価格帯を 2009年の実績について図示したも

のが第 3図である。縦軸はキログラム当たりの平

均価格であり，横軸は用途男IJの構成割合であり，

価格の高いものから累積割合を示している。脊果

用の価格帯が最も高く 2L，L， LM， Mの)1僚で

平均価格は 164円/kgから 107円/kgの幅になって
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いる。業務・加工用に向けられる馬鈴薯の価格は，

青果用に比べて低く，優品で 88円/kg， Sで 70

円/kgである。でんぷん周は収穫量ーの 4割を超え

るがj而絡は S の 10 分の 1 以下の 4~5 円 /kg (価

絡は含有でんぷん量による)に過ぎない。

ここで，闇場での粗選完IJに大きく影響するファ

クグーとして選果場A の選果手数料がある。その手

数料は，搬入潟鈴薯キログラム当り 11 円 ~12 円

の水準である。第 3聞に示されているように，で

んぷん用に仕向けられた馬鈴薯の価格は選来手数

料の半額以下である。従って，生産者は，でんぷ

ん用に位向けられると判断されるものは選果場へ

持ち込まず，関場ででんぷん用として処理した方

が有利である。換言すれば，でんぷん原料に位向

けられる馬鈴薯の価格は，選果手数料よりも低い

水準となる。

50 100(%) 

隠鈴蕃の帰途別仕向け~J合格成

第3図 馬鈴翠の用途.'i:JIJ価格

資料 ヒアジング識変による。

w馬鈴薯のカスケード手u用と飼料

化の可能性

1 カスケード利用構造と飼料利用

以上みたように，潟鈴薯の価格は青果用が最も
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高く，次いで加工用，そして選果手数料を下回る

水準ででんぷん用となっている。そして，この市

場価値の)1援で馬鈴撃のカスケード利用の構造が地

域的に形成されており，未利用となっている選別

外品は現在のところないといってよい。

しかしながら， J二記カスケード利用の最下位に

位置している馬鈴薯でんぷんの需要は減退傾向に

ある。わが閣では 1985年に 158万トンの潟鈴撃が

でんぷん苅に向けられていたが， 2008年には 109

万トンに減少している。でんぷん用には専用品種

があり，でんぷん工場ではでんぷん含有量が高い

でんぷん舟専用品種の方が生産効率を追求するう

えで有利である rt針。従って，選別外品となって

カスケードの上位から流れてくる潟鈴撃は，国内

でんぷん需要の縮小によって行き場を失うことが

懸念される。このような状況を踏まえると，育来

月で選別外品となった馬鈴薯の飼料利用の可能性

を検討する意義がでてくる。

そこで以下では，潟鈴薯のカスケード利用の構

造を踏まえて選別外となった馬鈴薯の飼料として

の利用可能性を探る。選別タト品となってでんぷん

に位向けられる馬鈴薯は，販売価格をみても低く

(第 3図)，飼料価格を抑えるためにも注目すべき

部分であるといえる /19)。

注8)でんぷん工場では，主主本的に馬鈴饗のでんぷ

ん仙ーによって受け入れ価格が決まるが，その他

にでんぷん専用品積とその他の品種との関で受

け入れ価格に差を設けている。

注9)飼料費低減の g的の他にも，でんぷん多給が

及ぼす肉質向上への効果が注8されている。詳

しくは入江[2Jなどを参照。このメカニズムにつ

いては，低リジンの飼料給与により筋肉内脂肪

合成が促進されると考えられている。これにつ

いては Katsumata[1 Jなど参照。

2 選外爵鈴蕃の飼料手IJ用の可能性

ここでは，十勝地域において飼養の戸数と頭数

が最も多いことから乳用牛を想定して馬鈴薯の飼

料利用について検討する校 10)。

馬鈴薯の飼料利用について森本 [4]は，乳牛，

肉牛の館料として「生馬鈴薯はトウモロコシサイ

レージにおきかえることができるj としている o

しかしながら，家畜栄養学的に生の潟鈴薯がトウ

モロコシサイレージと代替可能であるとしても，

その経済性について確認することが必要である。

そこで，生の馬鈴薯に代替する飼料原料として，

コーンサイレージ， トウモロコシ(単体飼料用)， 

記合飼料告?とりあげ，乾物と栄養成分の重最で経

済価値を比較したものが第 1表である。ここでは

選別外品の馬鈴薯をでんぷん仕向と閉じ価格の 6

円/kgで購入して直接給与した場合を想定して乾

物重量 (DM)単価および可消化養分総量 (TDN)

単価を算出した。これによると，生馬鈴薯は DM

単価においても TDN単価においてもコーンサイ

レージ， トウモロコシ，配合飼料よりも低い水準

となっている。

第 1表栄養成分霊量単価

潟鈴努

コーンサイレージ

トウモロコシ

配合飼料(乳牛舟)

価

ω一

叶
阜
市
以
一

J

一J
2

1

側
め
一
お
一
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η
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資料:中央省援会「臼木標準飼料成分表 (2009年版)J 

および関川本飼養襟準・乳牛 (2006年版)J。

校ーI)DM，TDNについては「臼木標準飼料成分表(2009

年版)J による。ただし，配合飼料については f臼

本飼養標準・乳牛 (2006年版)J を参照した。

2) コーンサイレージ価絡は，北海道普及資料を参

考とした。自己合続料およびトウモロコシの価格は，

配合餓料供給安定機構の公表数値で， 2009年の農

家購入価格である。

このように乾物重量，可消化養分総一塁ーという限

られた観点からの比較ではあるが，潟鈴撃を飼料

原料として購入して利用する場合，でんぷん仕由

主主の価格ならば飼料利用する可能性は見いだし得

るといえる注 11)。

その際の実践的課題は， 80%を超える潟鈴薯の

水分量の高さである。 TDNの単価が相対的に低く

ても，乾物， TDNの割合が低いために多くの給与

量を必要とする枝問。この開題告と解決するために



は水分量を下げる必要さがある。加熱乾燥した場合，

馬鈴薯府を乾燥化している業者の例から乾燥馬鈴

薯の製造コストは製品 1kg当たり 61.2円と試算

される(第 2表)。ニの費用での TDN単価を求め

ると 82.7円になり泣 13) コーンサイレージ， トウ

モロコシ，配合飼料と比べて有利性はなくなる。

従って，乾燥のエネルギーコストがかかるという

難点を克服して馬鈴薯の利点を活かす処理方法を

追求することが必要となる。その方法としては，

水分合有設の低い飼料原料との混合や発酵飼料化

があげられる。とくに後者は保存性に優れ，発酵

による機能性についての期待もあることから有効

な方法と考えられる。馬鈴薯の加工くずを発酵飼

料化の事例はあるが，馬鈴薯を直接発酵餌料化す

る方法については試験研究が始められた段階とい

える注 14) 今後，給餌試験等の結果を踏まえて，

経済的評価を進めていく必要がある。

第2表 乾燥馬鈴墓の製造コスト(製品 lkg当り)

単{立:円

原料馬鈴薯 24.0 

運送受 6. 2 

粉砕焚 9.6 

乾燥焚 18.2 

労賃 3. 2 

言十 61. 2 

資料 ヒアリング調ままによる。

注:1)燃料馬鈴惑は選外品馬鈴惑で，でんぷん仕向の

5阿/kgとした。

2)運送費は逮送会社が一般的に悶宣言としている運

祭主幹0.13円/kg・kmを採用し，距離を IOkmとした。

3)粉砕焚，乾燥焚は馬鈴菜j育を乾燥飼料化してい

る業者の例を用いた。乾燥機の減価償却費は製品

Ikg当たり 7.4内，燃料費 10.9円とした。労賃は，

H寺給 1000内とした。

4)この他lこ馬鈴薯の水洗いの焚用があるが，自然

水を利用すれば小さな値となり，ここでは考慮して

いない。

注 10)養鶏についは，飼養羽数は多いが飼養戸数が

少ないので，ここでは対象としなかった。
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注 11)青果用の馬鈴葱生産では，青果用に向けられ

たものが製品であり，その部分で生産費用を負

担する。そのため，原価計算においてでんぷん

仕向最との按分にはならない。生産者もでんぷ

んに仕向けられた選別外品の馬鈴薯販売で脊来

沼と間後に生産コストを間収する認識はないと

いってよい。

注 12)たとえば， TDN盆でみた場合，トウモロコシ

1 kg は生馬鈴薯 5.2kg に棺~する。つまり，間

じ TDNf誌に対して主主馬鈴薯はトウモロコシの

5倍以上の摂取量が求められる。

注目)森本[4]によれば，乾燥潟鈴惑の τDN含有率

は，現物で 74%と示されている。

注 14)長崎県における規格外，馬鈴薯の飼料化の研究

が先駆的取り組みといえる。詳しくは嶋津山を

参照。

V むすび

以上の分析結果から，十勝の青果fflの馬鈴薯生

産においては，製品として出荷される割合は半分

に満たなかった。そのため大量に選別外品が出る

ことになるが，地域内でそれをカスケード利用す

る仕組みが形成されており，廃棄する部分は現状

ではないといってよい。

しかしながら，馬鈴薯でんぷんの需婆が減退す

るなかで，でん粉原料用の専用品種の利用が優先

され選別外品の馬鈴薯は行き場を失う恐れがある。

そのため選別外潟鈴撃の飼料利用は検討する価値

があるといえる。本研究において，馬鈴薯のカス

ケード利用の中で選果手数料を下回るでんぷん原

料用に仕向けられる価格水準であれば，代替する

館料原料との価格を比較して飼料に仕向けられる

可能性があることが見いだされた。

今回の分析は，選JJIJ外馬鈴薯について代替する

他の鈎料と乾物重量および可消化養分総量の観点

からの経済的比較検討であったが，重油等で加熱

乾燥した場合には有利性がなくなることが明らか

となり，発酵飼料化等のコストを抑えた含有水分

量低下の方法を検討する必要性が示された。発群

銅料には，パンカーサイロを使うものからトラン
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スパックに詰めて発酵させる簡便なものがあり，

最近では穏々の食品残さ物を混合してラップサイ

レージにする方式も出てきており，生産量や設備

条件に芯じて方式を選択できる。今後は飼料製造

の立地と選別外馬鈴薯の収集システムを含めて検

討しなければならない。

わが臨の畜産においては，錦料自給吾容の低さが問

題視されており，耕務部門では選別によって流通

にのらないロスの部分に飼料資源が隠れている可

能性がある。また，既存作自の需要減退から耕作

放棄が懸念されるケースも少なくない。従って，

選別外農産物の部分に尽を向け，活照できる飼料

資源、を見いだすことによって，耕作の継続が可能

となるケースがあることも考えられる。本研究は，

ひとつの事例分析で、はあるが，院を向けるべき館

料資源の存在と飼料利用の可能性を示したものと

いえる。

(付記)本論文は，農林水産省 f新たな農林水産政

策推進する実用技術開発事業J(平成 21~22 年度)

における「低・米利用食品残さの高度利用技術の開

発」の研究成果の一部である。
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