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４章 環境影響評価

１．環境影響評価について

影響評価プロセスでは、収集したデータを特定の環境影響とに関連付け、潜在的な環境

影響の重要性の評価を行います。

( )データをそれぞれの影響領域に割り振る（分類化）1
( )それぞれの影響領域内でデータのモデル化を行う（特性化）2
( )非常に特殊な場合で、かつ、意味のあるときに限り、可能な場合は特性化の結果を3

統合化する（重み付け）※本手法では対象外です。

以下に、環境影響評価の手順の概要を示します。

データ 影響領域 特性化 重み付け

CO2 地球温暖化 地球温暖化指標 統合化指標

CH4 地球温暖化

NOx 酸性化 酸性化指標

SOx 酸性化

廃棄物 廃棄物 廃棄物指標

○この例示では、データとして、CO2、CH4、NOx、SOx、廃棄物の５種類、環境領域では

地球温暖化、酸性化、廃棄物の３種類を対象としています。

①分類化 ：データをそれぞれの環境領域に分類します

②特性化 ：各環境領域内でデータの統合化を行い、各環境領域の指標として表し

ます

③重み付け：特性化の結果の統合化を行い、統合化指標として表します（本手法で

は対象外となります）

なお、評価項目の影響領域（影響評価項目）は、調査の目的及び調査範囲によって決ま

ってきます。本手法以外の影響評価項目を選定することも可能ですが、その際には、現在

までに幾つかの 手法が開発されていますので、他の 手法の環境影響評価プロセLCA LCA
スを使用して下さい。
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２．本手法の影響評価プロセスの概要

本手法の影響評価プロセスでは、以下に示す分類化及び特性化のみを行い、重み付けを

行いません。

( )データをそれぞれの影響領域に割り振ること（分類化 ；1 ）

( )それぞれの影響領域内でデータのモデル化を行う（特性化 ；2 ）

本手法で評価対象となる評価項目（影響領域）は以下の通りです。

CO2①温暖化エネルギー収支

②温暖化土壌面収支

③栄養塩類：窒素濃度

④廃棄物：プラスチック

⑤農薬

実際の評価では、評価項目の中から評価の目標（目的）にあった評価対象項目を選定す

ることになります。

各項目の評価については、次項に示す手順に従って実施して下さい。

なお、生産システムの比較を目的とした環境影響評価の場合には、評価結果を以下に示

すような５角形のレーダーチャートで表して下さい。また、５つの評価項目全てを選定し

ない場合にも、本手法を用いたことが判るように、このレーダーチャートを用いるように

して下さい。

温暖化エネルギー収支

農薬 温暖化土壌面収支

廃棄物 栄養塩類
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３．各影響評価項目での手順

（１）温暖化エネルギー収支CO2

(a)分類化

温暖化エネルギー収支 の対象となるデータは以下の通りです。CO2
CO2①作業機械や設備等の燃料使用からの直接排出：

CO2②作業機械や設備等の電気使用からの間接排出：

CO2③作物の吸収分：

CO2 CH4 N2O④廃棄物（プラスチック）の燃焼によって排出： 、 、

CO2⑤肥料及び薬剤の生産時に排出（評価対象範囲に含めた場合のみ ：）

(b)特性化

温暖化エネルギー収支 の対象となるデータは、温室効果ガス（ 、 、 ）CO2 CO2 CH4 N2O
で、特性化は温暖化係数（ 発生量で表示）を用いて行います。CO2

各温室効果ガスの温暖化係数は以下の通りです。

CO2：1、CH4：21、N2O：310

①～⑤のそれぞれの排出量に、各温暖化係数を乗じて、それぞれの排出量を算出して下

さい。

そして、それぞれの算出した排出量を合計して下さい。なお、③作物の吸収分はマイナ

スになります。

（①＋②：作業機械等分）＋③廃棄物の焼却分＋④：肥料及び薬剤分－③：吸収分

（２）温暖化土壌面収支

(a)分類化

温暖化土壌面収支の対象となるデータは以下の通りです。

CH4 N2O①作物の生産による土壌からの排出あるいは吸収： 、

CH4 N2O②廃棄物（残渣）の焼却によって排出： 、

(b)特性化
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温暖化土壌面収支の対象となるデータは、温室効果ガス（ 、 、 ）で、特性CO2 CH4 N2O
化は温暖化係数（ 発生量で表示）を用いて行います。CO2

各温室効果ガスの温暖化係数は以下の通りです。

CO2：1、CH4：21、N2O：310

①、②のそれぞれの排出量に、各温暖化係数を乗じて、それぞれの排出量を算出して下

さい。そして、それぞれの算出した排出量を合計して下さい。

（３）栄養塩類：窒素濃度

(a)分類化

窒素濃度の対象となるデータは以下の通りです。

①投入肥料の窒素の量

(b)特性化

窒素濃度を算出するためには、投入される窒素の量、降水量（＋散水量 、可能蒸発散）

量、収穫物及び収穫物以外の地上部（収穫残渣）の窒素含有量のデータが必要となってき

ます。

しかし、把握や入手が困難なデータがあると思いますので、降水量（＋散水量）と可能

、 。蒸発散量の水関係のデータの把握が出来ない場合には 窒素投入量で評価を行って下さい

なお、その際には以下の表記を必ず行って下さい。

窒素濃度（窒素投入量）

また、収穫物及び収穫物以外の地上部の窒素含有量（％）について、把握が困難な場合

には、次頁に各作物の収穫物当たりの窒素含有量を記載していますので使用して下さい。

以下に特定化方法（窒素濃度の算出方法）を示します。

、 （ ）①投入した窒素から 収穫物及び埋め戻ししなかった収穫物以外の地上部 収穫残渣

の窒素を差し引いて下さい。

→ 農地余剰の窒素

②降水量（＋散水量）から可能蒸発散量を差し引いて下さい。

→ 地下浸透水

③農地余剰の窒素を地上浸透水で割って、 の係数を乗じて下さい。0.49
→ 窒素濃度

※圃場の収支から浸透水の窒素濃度を推定する場合、0.49の係数をかける必要がある

出典： 環境影響評価のためのライフサイクルアセスメント手法の開発「
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（平成 年度農業環境技術研究所 」14 ）

なお、窒素投入量まで算出する場合は、①の農地余剰の窒素が窒素投入量となります。

作物 収穫物 地上部

N kg/t N kg/t

水稲 11.65 18.70

小麦 18.97 25.18

六条大麦 16.62 20.35

二条大麦 13.27 14.50

大豆 63.70 69.17

小豆 34.72 40.68

いんげん 34.23 50.13

落花生 63.00

かんしょ 2.1 4.21

ばれいしょ 1.89 2.65

きゅうり 1.07 1.78

トマト 0.92 1.52

なす 1.62 2.69

ピーマン 1.40 5.83

かぼちゃ 1.49 2.77

いちご 2.15 3.14

すいか 1.29 1.81

露地メロン 2.71 5.08

温室メロン 2.80 5.25

えだまめ 2.68 9.57

未成熟とうもろこし 4.26 10.72

キャベツ 2.52 4.83

はくさい 1.39 2.07

ほうれんそう 4.63 4.63

ねぎ 2.95 4.47

たまねぎ 1.72 1.91

レタス 1.96 3.62

セルリー 3.30 5.90

ダイコン 1.05 2.15

かぶ 1.40 5.65

作物 収穫物 地上部

N kg/t N kg/t

にんじん 1.24 2.03

ごぼう 6.74 6.74

さといも 2.23 3.07
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れんこん 3.40 8.00

やまのいも 3.65 4.67

みかん 0.8 5.62

なつみかん 1.3

ネーブルオレンジ 1.4

はっさく 1.3

いよかん 1.4

りんご 0.3 3.10

ぶどう 0.8 5.87

日本なし 0.5 4.43

西洋なし 0.3

もも 1.0 5.38

おうとう 1.6

うめ 1.1

びわ 0.5

かき 0.6

くり 4.3 5.95

まめ科牧草 6.87

いね科牧草 2.86 6.50

混合 2.74 6.25

青刈りトウモロコシ 1.94

青刈りえん麦 2.11

ソルゴー 1.24

なたね 40.54 71.04

茶 59.55 131.66

たばこ 36.82 36.82

こんにゃく 2.7 3.21

てんさい 0.52 1.71

さとうきび 0.82 1.95

桑 11.24 12.48

（４）廃棄物：プラスチック

(a)分類化

廃棄物の対象となるデータは以下の通りです。

①プラスチック廃棄物の量

②リサイクルされるプラスチック廃棄物の量

※焼却による熱回収はリサイクルに含めないで下さい。
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(b)特性化

廃棄物の対象となるデータはプラスチックですが、特性化はプラスチックの種類毎でな

く、総量で行います 「①プラスチック廃棄物」から「②リサイクルされるプラスチック。

廃棄物の量」を差し引いて下さい。

プラスチック廃棄物量 － リサイクルされるプラスチック量

（５）農薬

(a)分類化

農薬の対象となるデータは以下の通りです。

①薬剤の投入量

(b)特性化

農薬はその多くが生物に対し生理活性を有する化学物質で、病害虫の防除などを目的と

して環境中に放出されるものなので、農薬取締法はもちろんのこと、その他、食品衛生法

(食品、添加物等の規格基準)、環境基本法(環境基準)、水道法(水質基準)、水質汚濁防止

法(排水基準)などに、農薬が満たすべき各種の基準が設定されています。

数多くの基準が設定されてますが、本手法では 「カイコ、ミツバチなど有用生物、魚、

など水産生物を含む生態系への影響や環境への安全性の基準」の中から 「甲殻類（ミジ、

ンコ）の急性毒性 」を用いて特性化を行います。LC50
各農薬の甲殻類（ミジンコ）の急性毒性の基準値については、農薬の製造メーカー等に

問い合わせるか、以下に示すデータベースを利用して調べて下さい。

各農薬の基準値（ ）が判明しましたら、各農薬の投入量（ ）を、そミジンコ（ )3h :mg/l g
の基準値で割って、各農薬の特性化の値を算出して下さい（データベースを使用した算出

方法は以下をご覧下さい 。）

そして、各農薬の特性化の値を合計して下さい。

なお、もし農薬の甲殻類（ミジンコ）の急性毒性の基準値が不明な場合や、入手出来な

い場合には、その旨を明記して下さい。
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http://dicc.kais.kyoto-u.ac.jp/KGRAP/pd/pd.html

このデータベースでは、農薬の商品名順に並んでいますので、以下の手順にしたがって、

特性化を行って下さい。

①使用した農薬を探して下さい（例：ウルフエース1kg（ベンスルフロンメチル5.1g.・ベンチ

オカーブ150g・メフェナセット30g）

→データベースでは、ウルフエースの場合、ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェ

ナセットの３つの有効成分が含まれていることが分かります

②各成分毎に甲殻類（ミジンコ(3h）：mg/l）の急性毒性を調べて下さい。3hではなく、48h

で記載されている場合には、その値に16(48÷3)を乗じて下さい。

ベンスルフロンメチル：62→

ベンチオカーブ：0.75

メフェナセット：5.2

③②の結果で、各成分毎の投入量(g)を割って下さい。

ベンスルフロンメチル：5.1(g) ÷ 62 =0.0823→

ベンチオカーブ：150(g) ÷ 0.75 = 200

メフェナセット：30(g) ÷ 5.2 = 5.769

④③の結果を合計して下さい → 211.538

※データベースに掲載されていない農薬もあります。その際には製造メーカー等に問い合わ

せて下さい。

なお、その他にも国立環境研究所のデータベースもあります。併せてご利用下さい。

http://w-chemdb.nies.go.jp/


