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1.包括的アプローチの必要性

（1）「部分」の効率性と「全体」の効率性

バイオマスから回収される電力・ガスなどのエネ

ルギー量が大きくなると，堆肥などの物質的な資源

回収量が減少するというように，バイオマスの変換

技術や設備は，再生資源の生産量に影響する。同様

に，農畜産業の内容や規模は，生産あるいは副産す

るバイオマスの量に影響する。このように，バイオ

マス利活用を成りたたせている個別プロセスは，相

互に関連している。そのため，バイオマス利活用の

「全体」の効率化は，個々の技術やプロセスである

「部分」の効率化だけを問題とするアプローチでは

検討することができない。

たとえば，家畜ふん尿を原料として堆肥を生産し，

それを使って有機農産物を生産するシステムを考え

てみる。この場合，原料の収集プロセスに必要とな

るコストをふん尿処理料でまかなう，堆肥化プロセ

スに必要なコストを製品としての堆肥の売上げでま

かなう，有機農産物生産のための追加投資を環境に

やさしい農産物としての付加価値分で補うというよ

うに，個別に収支をとる「部分」の効率化を問題と

することがある。しかし，「部分」の効率化では，

変換コストをまかなうために堆肥の販売価格を高く

設定する，堆肥価格が高いので外部の安い堆肥を買

って有機農産物を生産するという方針を検討するこ

ともあり得る。

このような「部分」の検討だけでは，本来このシ

ステムが「全体」として経済的であるのかどうかと

いうことを判断することはできない。包括的に問題

をとらえるということは，システムが「全体」とし

て妥当であるかどうかを判断し，妥当であるならば，

システムの構成要素をいかにして実行可能にするか

ということを検討することにある。

バイオマス利活用における需要の種類・規模，原

料の組成・性状・発生量は，地域や時期により異な

る。このため，バイオマス利活用の普遍的なシステ

ムは存在せず，各地域条件のもとで，さまざまな

「より良いシステム」が存在する。異なる地域条件下

で「より良いシステム」を選択するためには，システ

ムを包括的にとらえるアプローチが求められる。

（2）「部分」の環境負荷と「全体」の環境負荷

資源保全と環境汚染・劣化を「環境負荷」と定義

すると，バイオマス利活用のすべてのプロセスにお

ける環境面の関心領域は，「環境負荷」を低減する

ことにあるといえる。環境負荷低減に対する「部分」

としての対応は，通常「End-of-Pipe」的対策と呼ば

れる。公害の原因となっている過大な汚染物質の排

出抑制に，「End-of-Pipe」的対策は，最良な技術を

開発することで大きな成果をあげてきた。しかし，

個々のプロセスに対して最良な技術を開発・適用す

る「End-of-Pipe」的アプローチでは，あるプロセス

での環境負荷の低減が，別のプロセスでの環境負荷

を大きくしていないかということを検討することは

できない。また，「End-of-Pipe」的対策は，各プロ

セスの性能を向上させることでシステムを微調整で

きる反面，より良いシステムにするために，各プロ

セスを戦略的にデザインすることができない。

個々のプロセスにおける環境負荷低減が，別のプ

ロセスでの環境負荷に影響を与えていないかという

【2－1】LCA（ライフサイクルアセス
メント）の概要と方法

本章では，LCA（ライフサイクルアセスメント）について，
評価手法としての特徴と制約を整理するとともに，
評価分析の手順および留意点を概説する。
また，LCAを用いたバイオマス利活用システムの評価事例を紹介する。

LCA（ライフサイクルアセスメント）
による評価
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アプローチ手段であるといえる。

2.LCAの歴史と手法

（1）LCAの歴史

最初のLCA的解析は，1969年にコカ・コーラ社が

ミッド・ウエスト研究所に委託して実施した，飲料

容器を対象にした分析であるといわれている28）29）。

1970年代には，アメリカを中心として，資源消費と

環境への排出物質を定量化する分析（比較ライフサ

イクル・インベントリ分析）が行われるようになり，

この分析はREPA（資源・環境のプロフィール分

析：Resource and Environmental Profile Analysis）

と呼ばれるようになった。農業分野では，

Pimmentelら（1973）を代表とする研究グループの

エネルギー収支に関する分析が，この手法に類似し

ている30）。

ヨーロッパでは，REPAと同様のアプローチをエ

コバランスと呼び，実践的にLCI分析（ライフサイ

クル・インベントリ分析：Life Cycle Inventory）の

方法論整備が進められた。オイルショックの影響が

減少するにしたがって，REPA・エコバランスのよ

うな資源消費と環境負荷を包括的に分析する手法へ

の関心は低下していったが，代わりに，廃棄物処理

にともなう環境問題が浮上してきた。1980年代の後

半になると，廃棄物処理は世界的な問題となり，

LCI分析のような手法が環境問題を分析する手段と

して，再び注目されるようになった。

1990年代になると，LCI分析による結果の信頼性

向上や，分析プロセスの透明性確保が求められるよ

うになり，一定の規則にもとづくLCA分析の実施が

求められるようになった。このような背景から，

ISO（国際標準化機構）は，環境管理に関する規格

化作業を1993年に開始した。ISOでは，LCAを，環

境に与える負荷および影響を分析・評価するための

手法として位置づけ，ISO14040シリーズとして手法

の国際規格化を進めた。こうして，LCAの原則と手

続きを規格化しているISO14040が1997年に発行さ

れ，この標準化への動きとともに，現在では，世界

の多くの企業・機関でLCAが取り入れられるように

なっている。わが国でも，1997年11月に，日本工業

規格（JIS-Q-14040）として制定された。

現在では，さまざまな製品やサービスに対して

LCAによる分析が試みられており，建物・インフラ

施設・交通システムなどの社会資本整備，新技術・

ように，各要素間の相互関係を考慮して，システム

全体の環境負荷を包括的にとらえ改善することが，

「全体」の環境負荷を最も低減させることのできる

合理的なアプローチである。

（3）「全体」の環境負荷を評価するLCA

製品などの開発やシステム構築において，従来は，

経済性が支配的な選択軸であった。しかし，最近で

は，安全性や持続性がより求められるようになり，

環境への配慮が重視されるようになってきている。

すでに述べたように，バイオマス利活用における環

境面での関心領域は，資源保全と環境汚染・劣化に

分けられる。資源保全については，リユース・リサ

イクル・エネルギー回収などによる有限な資源の利

用量抑制を，基本的な目標の達成度として把握・評

価することができる。環境汚染・劣化については，

バイオマスの利活用による負荷の有無やその大きさ

を把握・比較すること，あるいは，環境修復力への

影響の有無を分析することによって評価することが

できる。

バイオマスの変換方法には，性状・特性に応じて

さまざまなものがある。また，バイオマス利活用を

システム化する場合，バイオマスの種類の混在・需

要側からの制約条件・空間的偏在などにより，バイ

オマスの種類に適した変換方法が常に選択できるわ

けではない。このような理由から，バイオマス利活

用システムを適正な変換プロセス，利用プロセスの

組み合わせとしてデザインするためには，個々のバ

イオマスや個々の変換プロセスごとに「環境負荷」

を評価するのではなく，「全体」を見据えて「環境

負荷」を評価することが，特に重要となる。したが

って，バイオマス利活用を環境の側面から評価する

場合には，「環境負荷」の大きさの比較を通して，

「全体」としてより「環境負荷」の小さいシステム

を選び出すことに貢献できるようなアプローチを採

用することが望ましい。

「全体」の環境負荷を低減させるという目的を達

成するための分析・評価アプローチ手法として，

LCA（ライフサイクルアセスメント：Life Cycle

Assessment）がある。LCAを用いることで，製品

やサービスの資源利用効率や負荷排出量を，総合的

な環境影響として定量的・客観的に分析・評価する

ことができる。バイオマスの変換プロセス，バイオ

マス利活用システムの特性・潜在性，課題・改良方

向を包括的に理解し比較するのに，本手法は有効な
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廃棄物処理・リサイクル分野など，その適用範囲が

広がっている。

（2）LCAの特徴

LCAは，天然資源採取から原料生産・製造・使

用・リサイクル・廃棄までを含めた，全ライフサイ

クル（“ゆりかご”から“墓場”まで）における資

源消費と負荷排出（両者を併せて環境負荷という）

を算定し，その製品・サービス・活動の資源利用効

率や負荷排出量を，広域的あるいは地球的な環境影

響として定量的・客観的に分析・評価する手法であ

る31）。LCAは，ライフサイクル全体にわたる資源消

費量や排出物量を推計し，その環境影響を包括的に

評価する手法であることから，システムや組織体の

活動を，ライフサイクルの観点から理解し比較する

ための環境管理ツール，あるいは意思決定ツールと

して利用されることが期待されている32）。

LCAを実施すると，システム内の資源消費，エミ

ッション，エネルギー・物質フローの全体像を把握

することができ，その結果を参考にして，環境面の

改善に有効な部分を包括的な視野から抽出すること

が可能となる。個別の環境問題の解決が，他の環境

問題を増幅するようなケースを見落とさない点，広

い範囲にわたる環境問題を分析できる点，意思決定

に対して客観的基準が提供できる点などにおいて，

LCAは優れた意思決定ツールになると考えられてい

る33）。

ただし，LCAは，時間的・空間的に全関連分野の

資源消費や環境への排出をシステム全体で積算・統

合するものであり，実際の環境影響を評価する手法

ではない。また，LCAの環境影響評価は，影響要素

間の比較を任意としているため34)，統合的な影響評

価が主観的に行われることになる。実際の環境影響

は，排出物がいつ，どこで，どのくらい排出された

かによって決まってくることから，LCAだけでは，

生態系や人間の健康に対する被害など，実際の環境

影響を評価することはできない。このため，何が，

どの程度，いつ，どこで，どのように環境に影響を与

えたのかを評価する場合には，LCAで採用する環境

インディケータと被害との相関を明らかにしておく

ことや，実際の影響・リスクを予測するリスクアセ

スメントなどの手法による補完が必要となる。LCA

の適用に当たっては，このような枠組上の限界があ

ることを充分に理解しておくことが不可欠である。

（3）LCAの手順

LCAの原則と手順を規格化しているISO14040

（1997年発行）では，LCAを「消費される製品に付

随して生じる影響をよりよく理解し，軽減するため

に開発された技法の一つ」として位置づけ，その手

続きは図Ⅳ-8のように，「目的および調査範囲の設定」

「インベントリ分析」「影響評価」「結果の解釈」の

四段階で構成されなければならないとしている35）。

①目的および調査範囲の設定

この段階では，対象とする製品やサービスを定め，

LCAの目的（実施する理由・結果の用途）を明確に

する。また，その目的のために必要となる影響評価

項目や，計量すべき資源および排出物を決め，それ

らの収集範囲を定める。

一般的に，調査範囲には，定量的に入出力が表現

できるデータ項目が含まれなければならない。たと

えば，エネルギー・原材料の入力，補助・その他の

入力，製品・サービス，大気圏・水圏・陸圏への排

出物，その他の環境側面などである。

個々のデータ区分は，調査目的を満たすように，

さらに詳細な特定が必要となる。たとえば，大気圏

への排出物としては，一酸化炭素（CO）・二酸化

炭素（CO2）・窒素酸化物（NOｘ）・硫黄酸化物

（SOｘ）などのデータが特定されなければならない。

また，有意性が明らかな場合は，COD（化学的酸素

要求量）やBOD（生物的酸素要求量）なども，指標

として使用することができる。

調査範囲を設定するためには，対象とする製品・

サービスの「機能」を明確に定義し，その「機能」

を得るために必要となる製品システム・サービスシ

ステムと，そのシステムを構成する単位プロセスを

明らかにしなければならない。ただし，システムの

全プロセスを網羅するLCAの実施は困難なことが多

目的および調査範囲の設定 
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果
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影響評価 

【図Ⅳー8】ＬＣＡ実施の枠組み



記述することが強く求められている35）。

③影響評価

LCIの結果を用いて潜在的な環境影響を評価する

段階は，LCIデータを環境影響の領域（環境影響カ

テゴリ）に割り振る「分類化」，LCIデータを環境影

響カテゴリに対する影響として指標化する「特性

化」，その結果を統合化する「統合評価」に分ける

ことができる。

通常，カテゴリには，地球温暖化・オゾン層破

壊・大気汚染・水質汚濁・人間や生態系への毒性影

響・枯渇性資源・土地資源などが含まれる。世界的

には，エネルギー消費量は，人間活動範囲内の計量

物であり，エネルギーを得るために自然界が影響を

受ける領域を環境影響カテゴリとする傾向が強い

が，わが国では，エネルギー消費量自体を環境影響

カテゴリとして選定することが少なくない。

「特性化」とは，特性係数などを用いてLCIデータ

を「環境領域指標（カテゴリ・インディケータ）」

として指標化することである。たとえば，メタン

（CH4），一酸化二窒素（N2O）の地球温暖化特性化

係数である23，296（IPCC2001，100年値）36)は，温室

効果を共通の単位として，二酸化炭素に換算して指

標化するためのものである。LCI結果として求めら

れたそれぞれの排出量にこの係数を乗じて積算する

ことで，地球温暖化というカテゴリへの影響が，二

酸化炭素換算値として指標化される。

「統合評価」には，グルーピングや重みづけなど

による主観的な価値観の選択が必要とされ，

ISO14042では必須要素ではなく，任意要素（option-

al elements）とされている。しかし，海外で使用さ

れている多くの評価手法（Eco - indicator 9937）, EPS

ver. 2000 38)，ExternEなど）では，環境要素間の重

要度を比較することで，統合化を行うアプローチが

広く採用されている39)。

わが国でも，各影響カテゴリにおよぼす潜在的影

響度だけでなく，｢人間健康｣｢社会資産｣｢生物多様

性｣｢一次生産｣の四つの保護対象に対する被害量の

評価や環境影響を単一指標化するために，「日本版

被害算定型環境影響評価手法（LIME：Life Cycle

Impact Assessment Method based on Endpoint

Modeling）」が開発されている40)。

④結果の解釈

「結果の解釈」で最も重要なことは，対象とする

技術・システムに係わる環境関連の重要事項を特定

し，環境上の意義を明らかにするとともに，改善・

い。その場合は，一般的には，目的に照らして寄与

の小さいプロセスや評価を，カットオフ基準（選定

基準）にしたがって分析対象外とし，調査範囲を設

定するなどして対応する。カットオフ基準は，LCA

の目的により，プロセスや影響の大きさの重要度が

異なることから，ルールとしては一般化されていな

い。しかし，基準には，質量・エネルギー・環境関

連事項などを選定することが可能で，１%以下の重

量の部品を除外する「１%ルール」が，しばしば採

用される。

②インベントリ分析（LCI）

この段階では，対象システムに関連する入出力を

定量化するためのデータ収集と，設定された調査範

囲全体の資源消費量・負荷排出量を算定する。対象

とする製品やサービスの生産・使用・廃棄に係わる

物質・エネルギーなどの入出力データは，通常LCA

の実施者により独自に収集され，このデータは「フ

ォアグランドデータ」と呼ばれる。フォアグランド

データとして収集される各物質・エネルギーの製

造，輸送に係わるデータは，既存のLCA用データベ

ース・文献などから収集・引用することができ，こ

れらは「バックグラウンドデータ」と呼ばれる。

LCIでは，環境負荷量の推計結果に大きく影響す

る重要な検討事項として，どの単位プロセスがLCA

調査に含まれるか（収集すべきデータ範囲）を示す

「システム境界」のとり方と，複数の原料使用・製

品生産・廃棄物排出がある場合の，物質・エネルギ

ー消費，負荷排出の「配分方法」が，しばしば大き

な問題となる。「配分方法」の問題とは，メタン発

酵プロセスの資源消費量や環境負荷量を，生産され

るガスと消化液にどのような割合で振り分けるかな

どを決めることである。

バイオマス利活用では，再生資源とバージン資源

の混合，物質とエネルギーの併産などのプロセスが，

複雑に組み合わされている場合が想定される。この

場合，設定した「配分方法」の違いが，LCIの結果

を大きく左右する可能性がある。「配分方法」とし

ては，重量比・容積比で配分する方法が客観的であ

るという観点から，一般的に推奨されている。ただ

し，燃料電池などのように貴金属が使用される場合

や，水分含量に極端な差のある複数の製品が併産さ

れる場合などは，価格などの市場価値による配分が

妥当であると考えられる場合もある。ISO14040，

14041では，「システム境界」および「配分方法」に

ついて，設定の妥当性を含め，方法・手順を明確に
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らかにすること」を目的としたものである。また，

付属資料－２にある輸入飼料のライフサイクル環境

負荷の推計は，「関連する個々の資源や変換プロセ

スのデータを，整備・提供すること」を目的にした

ものである。

（2）何を比較するのか

LCAの評価では，製品・サービスの「機能」を同

一にして比較することが求められる。製品LCAでは，

「10・15モード走行の燃料消費」や「飲みもの１褄

の保存・輸送」のように，提供されるサービス（ア

ウトプット）について計量可能な「機能単位」を設

定することで，同一「機能」の比較が行えるように

なっている。

しかし，バイオマスの利活用や農業分野では，

「機能単位」の設定が難しい問題となる場合が多い。

それは，つぎの理由によるものである。

◎求められるサービスが再生資源ではなく，その原

料である廃棄物や副産物の処理である場合がある。

◎バイオマスの変換によって，用途の異なる複数の

再生資源が生産されることがある。

◎再生資源とバージン資源からの生産物の機能を定

量化する基準設定が難しい。

◎栽培方法により品質・価値が異なる。

例として，再生資源とバージン資源からの生産物の

評価について，堆肥と化学肥料の場合を考えてみる。

窒素（N）・リン（P）などの養分施用量を同量にす

ることで，堆肥投入と化学肥料投入の機能が同一で

あるとみなすことは，決して間違った判断であると

はいえない。しかし，一方で，肥効率の差を考慮し

て，堆肥の養分は化学肥料のそれを完全に代替する

ことはできないという考え方も間違っているとはい

えない。また，生産物についても，化学肥料だけで

栽培した野菜１kgと，堆肥だけで栽培した野菜１kg

とを，同等のものとして取り扱えないことがある。

バイオマス利活用を廃棄物処理と同様に扱い，処

理をサービスと考えて，「家畜ふん尿１ｔの処理」

「１世帯から１年間に出る生ごみの処理」などを機

能単位として設定することも可能である。しかし，

バイオマス利活用では，処理というサービスと併存

して再生資源の生産というサービスが提供された

り，再生資源の全部または一部が，再生産プロセス

（農畜産物生産）に投入されたりすることがある。

あるいは，再生資源とバージン資源投入の違いが，

生産環境の持続性に影響をおよぼすこともある。こ

改良が優先されるべきプロセスや部分を明らかにす

ることである。

一方，LCIにおけるシステム境界のとり方や配分

方法，あるいは「特性化」の方法，基準などの選択

の違いが分析結果に大きく影響することから，「解

釈」の段階では，実施したLCAの方法自体について

も，分析の不確かさ，データの信頼度・代表性など

を考慮した点検を行うことが不可欠である。特に，

プロセスデータは対象とするプロセスごとに質的に

異なることが多く，結果として，集約される特定の

排出物量には測定誤差や推計誤差が累積されること

になる。このような理由から，「解釈」の段階では，

誤差を考慮した感度点検などを行うことが推奨され

ている。

3.LCA 適用における留意点

バイオマス利活用を対象にLCAを実施する場合，

つぎの点を留意事項として明確にしておく必要があ

る。

◎何が目的か

◎何を比較するのか

◎どのようにシステム境界を設定するか

（1）何が目的か

バイオマス利活用を対象としてLCAを実施する場

合は，目的を明確に定義しておくことが不可欠であ

る。目的は，バイオマス利活用システムが環境負荷

の許容範囲で成立するかどうかを判定したり，より

望ましいシステムを選択するための意思決定を支援

するデータを提供したりするための前提として，つ

ぎのような定義から選択することが可能である。

◎関連する個々の資源や変換プロセスのデータを，

整備・提供すること。

◎対象とするバイオマス利活用システムの環境負荷

を評価すること。

◎システム内の各部門の相互関係や，全体への寄与

を明らかにすること。

◎さまざまな技術やシステムの組み合わせからなる

シナリオ（代替案）を作成し，それらの環境負荷

を比較すること。

コラム４に示したサトウキビからのエタノール生

産に関する分析 41)は，「対象とするバイオマス利活

用システムの環境負荷を評価すること」および「シ

ステム内の各部門の相互関係や，全体への寄与を明
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ービス構成とその内容を同一とするように条件をそ

ろえている43)。

（3）どのようにシステム境界を設定するか

システム境界の設定においては，LCAの対象とす

る製品・サービスの特性を十分に考慮する必要があ

り，時間境界・空間境界（影響の地理的な範囲）・

分析境界（評価のレベルなど）の視点からの検討が

重要になる。

①リサイクルにおける問題

製品のライフサイクルは，原材料採取・生産，製

造，輸送・流通，使用，廃棄処理のプロセスから構

成されている。したがって，製品LCAでは，この全

プロセスをLCAの分析範囲とすれば良い。しかしな

がら，リサイクル（再資源化・変換）プロセスがこ

こに組み込まれると，単純に範囲が決められない場

合もある。

図Ⅳ-10は，一般的なマテリアル・リサイクルの

概念を表わしたものである。リサイクルされる物質

が，素材・部品として分析対象とする製品の製造に

使われる場合を「閉ループ・リサイクル」といい，

素材・部品が他の製品の製造に使われるような場合

を「開ループ・リサイクル」という。「閉ループ・

リサイクル」の場合は，リサイクルプロセスをシス

テム境界内に取り込むことで，LCAが可能となる。

しかし，「開ループ・リサイクル」では，リサイク

ルプロセスが分析対象とする製品の廃棄プロセスに

相当すると考えることも，別の製品の生産プロセス

に相当すると考えることもできるために，さまざま

なシステム境界の設定が考えられる。通常，リサイ

クルは，廃棄よりも変換プロセス自体の環境負荷が

大きくなる。したがって，「開ループ・リサイクル」

においてリサイクルプロセスを対象製品の廃棄プロ

セスに含めると，リサイクルは環境負荷を大きくす

る方向に働くことになる。一方，リサイクルプロセ

スをつぎの製品生産プロセスに含めると，一般的に

リサイクル材はバージン材より品質的に劣ることが

多いことから，バージン素材を使うよりも品質管理

などで多くの環境負荷を誘発する可能性が生じる。

このような「開ループ・リサイクル」に対処する

方法として，つぎのようなことが考えられている31)。

◎システム境界を拡張して，対象製品だけでなくつ

ぎの製品の製造までを含めて，「閉ループ」が構成

される範囲を分析する（システム境界の拡張）。

◎リサイクル素材がバージン素材を代替するものと

のような理由から，バイオマス利活用は単純な廃棄

物処理のシステムとして取り扱えない場合が少なく

ない。

このため，バイオマス利活用を対象にLCAを実施

する場合は，システム全体のサービス，あるいはシ

ステム全体の持続性を，「機能」として設定すると

いった工夫が必要となる。このような場合には，分

析の目的と範囲を明確にし，農産物価格・土地生産

性・土地の劣化富化・副産品の種類と発生比率など

が複雑に関係していることを考慮した上で，評価に

必要な資源消費，負荷排出の推計範囲を，的確に選

定・設定することが必要となる42)。

図Ⅳ-9は，家畜ふん尿を原料としてメタン（CH4）

を生産するシナリオと，ベースラインシナリオ（現

況シナリオ）を比較する場合の，一つの例である。

この例では，メタン生産シナリオに「熱生産燃料と

してメタンを利用した農産物乾燥プロセス」を，ベ

ースラインシナリオに「灯油による農産物乾燥プロ

セス」を加えることで，比較する全体システムのサ
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【図Ⅳー9】ベースラインシナリオとメタン生産シナリオとの
比較条件



の境界は，どのように設定したら良いのだろうか。

この場合，変換プロセスのみをLCAの分析対象とし

て，各対象の物質収集～変換に関しては，横断的に

システム境界を設定する（「横断プロセス」）ことも

できる。しかし，変換により生産される再生資源を

家畜の餌として使う，農業生産の肥料として使うと

いうような場合は，「開ループ・リサイクル」に対

処する方法として，既述のようなシステム拡張を考

える必要がある。

ただし，関係するすべての「軸ライフサイクル」

をシステム境界に含めると，扱うプロセスが多くな

りすぎて，分析がきわめて困難なものとなってしま

う。バイオマス利活用に係わる主要なサービスの

「軸ライフサイクル」と，横断的な変換プロセスと

を組み合わせてシステム境界を設定することが，妥

当な方法であるといえる（軸+横断プロセス分析）。

図Ⅳ-11の緑色の範囲は，バイオマス利活用が畜産

業への飼料供給と農業への肥料供給に大きく影響を

与える場合を想定し，上記のような考え方で，畜産

業と農業生産の「軸ライフサイクル」に変換の横断

プロセスを組み合わせて分析対象プロセスを抽出し

たときの，「軸+横断プロセス分析」におけるシステ

ム境界設定の一例を示したものである。

なお，わが国の農・畜産業では，多くの投入資源

を外国に依存していることから，どの範囲までの

「軸ライフサイクル」に外国での生産プロセスや輸

送プロセスを含めるかは，「リサイクルにおける問

題」や「軸+横断プロセス分析」におけるシステム

境界の検討と同様，環境負荷量の推計結果に大きな

影響を与える。

して，バージン素材の製造プロセスにおける環境

負荷を低減効果として見込む。

しかし，前者の場合は，分析に要する作業量が増

加するだけでなく，拡張した分析範囲の環境負荷を

どのような考え方で対象製品に負担させるかなどの

配分と解釈も検討しなければならない。そして，後

者の場合は，バージン材とリサイクル材では品質や

用途の上で同等といえないという批判に応える必要

がある。

バイオマス利活用は，多くの場合「閉ループ・リ

サイクル」と「開ループ・リサイクル」が混合する

システムである。したがって，リサイクルにおける

問題に配慮してどのようにシステム境界を設定する

かは，評価結果に大きく影響することから，特に重

要な検討項目であるといえる。

②バイオマス利活用におけるシステム境界

バイオマス利活用では，しばしば，生ごみ・食品

残さ・家畜ふん尿・農畜産物副産物・木質系バイオ

マスなどが利活用の対象となる。これらは，それぞ

れ独立したライフサイクル（軸ライフサイクル）を

もつ活動からのアウトプットである。たとえば，図

Ⅳ-11のように，食品残さは，食材生産～流通～加

工・調理～消費～廃棄のライフサイクルを，家畜ふ

ん尿は，飼料生産～輸送～家畜飼育管理～流通～消

費～廃棄のライフサイクルを，木質系バイオマスは，

森林管理（植林～伐採）～輸送・流通～製材～使用

～廃棄のライフサイクルをもつ。

バイオマス利活用は，これら個々のライフサイク

ルを横断する変換（再資源化）プロセスの組み込み

により構築されることになる。このようなシステム
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【図Ⅳー10】一般的なマテリアル・リサイクルの閉ループ・リサイクルと開ループ・リサイクルの概念



が，累積的に付随している。アウトプットは，農畜

産業からの農産物･副産物・排出物，変換プロセス

からの回収エネルギーや堆肥などの有価物，廃棄

物・排水・排ガスなどの排出物である。排出物は，

多くが対象となる活動範囲から環境に放出される環

境負荷となる。範囲内で循環利用されるエネルギー

や再生資源は，「閉ループ・リサイクル」として分

析対象の活動に含まれる。

（3）評価の対象項目および方法

評価の対象項目には，他の分析結果や研究成果と

の対比が容易であり，非再生資源の消費と地球温暖

化を主要な評価視点とする，投入エネルギー量・

GHG（温室効果ガス：Greenhouse Gas）排出量を選

定した。GHG排出量は，二酸化炭素（CO2），メタン

（CH4），一酸化二窒素（N2O）などを対象とし，二

酸化炭素換算量（CO2eq.重量）で表わしている。

ここでの検討は，分析対象とするシステムにおい

て，インプットされる，あるいはアウトプットされ

る，原材料・エネルギー・生産物・排出物などの量

を確定し， LC-エネルギー（ライフサイクルにわた

るエネルギー）消費量，LC-GHG（ライフサイクル

にわたるGHG排出量）を推計するインベントリ分析

までとした。また，使用される機器・機械・設備，

資源生産のための施設・設備など，製造や組み立て

のために使用される付加的な資源･エネルギー消費

量は，本評価事例では基本的に対象外としている。

（4）基本データの収集

1.事例分析の前提と必要なデータ

（1）分析の目的

本節では，農畜産部門内で再生資源が利用され，

また，変換されるバイオマスの産出が行なわれる利

活用事例を対象とし，主要な資源・プロセスおよび

全体の環境負荷を推計・比較する。本節で紹介する

事例分析は，「システム内の各部門の相互関係や全

体への寄与を明らかにすること」を目的とする地域

レベルの農業活動と，「さまざまな技術やシステム

の組み合わせからなるシナリオを作成し，それらの

環境負荷を比較すること」を目的とする，農家レベ

ルでのバイオマス利活用のシナリオに関するもので

ある。

（2）分析対象の活動範囲

図Ⅳ-12は，農畜産業と変換プロセスを組み合わ

せて分析対象のプロセスを抽出したときの，LCAに

おける対象活動範囲の概念を示したものである。

図Ⅳ-12の活動範囲を横切るインプットには，農

畜産業のプロセスに投入される燃料・エネルギー，

肥料・農薬，飼料・資材と，変換プロセスに投入さ

れる燃料・エネルギー，資材がある。インプットに

は，それが保有するエネルギーや物質量以外に，活

動範囲の外側で製品・資源として生産・供給される

までの資源・エネルギー消費量や環境負荷排出量
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【2－2】農家から地域レベルのバイオマス
利活用システムの評価事例
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資源調達　～　森林管理（植林～伐採）～　輸送・流通　～　製材　～　使用　～　廃棄 

資源調達　～　飼料生産　～　輸送　～　家畜飼育管理　～　流通　～　消費　～　廃棄 

資源調達　～　農業生産　～　流通　～　消費　～　廃棄 

【図Ⅳー11】バイオマス利活用におけるさまざまなライフサイクルのとらえ方



析結果におよぼす影響が大きく，既存資料では農家

から地域レベルでの分析に適用できる精度が確保で

きないデータについては，独自に推計することが必

要となる。本事例分析の場合は，外国から調達され

る飼料（輸入飼料）が，それに該当する。

2.輸入飼料のライフサイクル環境負荷の推計

（1）わが国に輸入される飼料

輸入飼料は，消費量が多く，輸送プロセスでの資

源消費や環境負荷の影響が大きいという理由から，

LCAを適用して農家単位での農業活動および地域農

業を分析･評価しようとする場合，無視することの

できない資源である。

外国から調達される飼料の環境負荷は，生産（栽

培）・輸送（生産国内輸送～海上輸送～日本国内輸

送）・主副産物加工（製粉・製油など）などの，各

ステージにおけるエネルギー消費量・GHG排出量を

積み上げることで推計できる。ただし，地域ごとに

輸入飼料の輸入港・加工地・供給ルートが異なるた

め，環境負荷量・消費量は，供給地域ごとに異なる。

したがって，輸入飼料消費量が，農業活動における

ライフサイクルの環境負荷量・資源消費量に対して

どのように影響するかを分析するためには，海上輸

送・日本国内での輸送プロセスを地域ごとにあらか

評価分析に当たっては，図Ⅳ-12の分析対象プロ

セス（農畜産業と変換プロセス）における物質フロ

ーを把握・確定し，各物質の消費までのライフサイ

クルのステージ（原料採掘～資源生産～流通輸送～

消費）を区分するとともに，それぞれのステージに

おいて把握すべき消費量・負荷排出量を整理する必

要がある。一般的に，分析対象プロセスやシナリオ

として想定するリサイクルプロセスなどの物質フロ

ーは，現地調査や聞き取り調査による現状把握と，

統計・基準・試験・設計値による補足･修正を基本

として作成される。各物質のライフサイクルステー

ジにおける消費量・負荷排出量は，原則として，既

存データ・統計値，実験・試験値が使用される。た

だし，分析対象の活動に限定的使用される物質につ

いては，聞き取り調査・現地調査などにより情報・

データを収集し，独自に推計･整備しなければなら

ない。

分析対象である農畜産部門でのバイオマス利活用

において把握しなければならない物質は，各種燃料，

エネルギー，肥料（化学肥料・堆肥），農薬，各種

飼料，農地から排出される負荷物質である。これら

の物質のうち，燃料･エネルギー・工業製品につい

ては，既存のLCAデータベースや研究成果を参考と

して，表Ⅳ-3のように環境負荷に関するバックグラ

ウンドデータを整備することができた。しかし，分
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【図Ⅳー12】バイオマス利活用における分析対象の活動範囲



（2）生産段階の推計

生産段階の生産量，資源・燃料消費量に係わるデ

ータが入手できる場合は，燃料・エネルギー消費量，

肥料投入量などを積み上げて，エネルギー消費量・

GHG排出量を見積もることができる。しかし，多く

の作物については，生産費内訳などの間接的なデー

タしか入手できない場合が多い。このような場合は，

産業連関表などを用いて，費用から各資源・エネル

ギーなどの消費量を推計する方法，あるいは，単位

価格当たりエネルギー消費量・GHG排出量を，数

量・費用が詳細に整っている生産段階の調査データ

を用いて推計し使用するといった方法などがある。

（3）輸送段階の推計

輸送段階は，生産国内（アメリカ・オーストラリ

ア）での積み出し港から積み上げ港までの海上輸送，

および日本国内での輸送に分けられる。

生産国内での輸送時の環境負荷は，代表的な輸送

ルート・輸送手段を設定し，当該国の手段別単位エ

ネルギー消費量・GHG排出量を用いて推計する。た

とえば，アメリカにおけるトウモロコシおよびソル

ゴーの輸送は，現地調査･聞き取り調査にもとづき，

農場からリバーエレベータまでのトラック輸送

じめ把握し，供給地域別に，供給段階前までの輸入

飼料のライフサイクル環境負荷量を推計しておく必

要がある。

わが国で消費される配合飼料原料は，表Ⅳ-4のよ

うに，ほとんどがアメリカから輸入されるトウモロ

コシ，ソルゴー（マイロ），コムギ・オオムギ，ダ

イズおよびこれらの副産物である。この他，オーツ

などの乾草が，主にアメリカ・オーストラリア・カ

ナダから，稲わら（粗飼料）が，主に中国から輸入

されている。

ここでは，アメリカ産のトウモロコシ・コムギ

（フスマ）・ダイズ（かす）・ソルゴー，オースト

ラリア産の乾草オーツを対象としたエネルギー消費

量・GHG排出量の推計例を示す。
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燃料･エネルギー 

化学肥料 

エネルギー消費量 GHG排出係数 

電力（米国） 

電力（日本） 

軽　　油 

灯　　油 

ガソリン 

重　　油 

ＬＰガス 

天然ガス 

日　本 

米　国 

リ　ン 

窒　素 

窒　素 

リ　ン 

MJ/kWh

MJ/kWh

MJ/褄 

MJ/褄 

MJ/褄 

MJ/褄 

MJ/褄 

MJ/m3

MJ/kg-P2O5

MJ/kg-N

MJ/kg-N

MJ/kg-P2O5

10.3

10.9

43.1

39.9

43.3

41.3

52.7

45.1

7.0

32.9

58.2

21.1

a)

a)

a)

a)

a)

a)

c)

a)

e)

e)

g)

h)

g-CO2eq./kWh

g-CO2eq./kWh

g-CO2eq./褄 

g-CO2eq./褄 

g-CO2eq./褄 

g-CO2eq./褄 

g-CO2eq./褄 

g-CO2eq./m3

g-CO2eq./kg-P2O5

g-CO2eq./kg-N

g-CO2eq./kg-N

g-CO2eq./kg-P2O5

578

577

3,044

2,647

3,036

3,037

3,170

2,422

476

1,641

1,375

1,440

b)

b)

b)

b)

b)

b)

d)

b)

f)

h)

g)

h)

a：採掘～製造～輸送～消費のエネルギー消費として，文献44）から推計。 

b：二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素排出量（二酸化炭素換算，IPCC2001-100年値）の合計44）。 

c：文献45）の総発電効率から算出。 

d：文献46）の発電にともなう単位エネルギー量当たりGHG排出量（55.9gCO2eq./MJ）から算出。 

e：文献47）から引用。 

 f：文献46）のアンモニア・尿素産業からのGHG排出量（二酸化炭素換算）を，アンモニア・尿素生産量から求めた総窒素生産量で除して算出。 

g：文献48）から引用。 

h：リン酸二アンモニウム（DAP）の採掘～製造（13.154MJ/kg，893.8g-CO2/kg）～複合化（2.011MJ/kg，141.6g-CO2/kg）～国内輸送（0.440MJ/kg，30.2g-CO2/kg）の 

　  エネルギー消費15.606MJ/kg，二酸化炭素排出1,066g-CO2/kgの推計値48）を，窒素とリンの理論成分比21.2：53.7で按分して算出。米国の値は，単位エネルギー消費量の米国／ 

　  日本の比（7.0/21.1）を乗じて算出。 

 

【表Ⅳー3】エネルギー消費原単位およびＧＨＧ排出係数の例

トウモロコシ 

出典：財務省貿易統計（H16） 

ソルゴー 

輸入量 アメリカ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ カナダ 

-

-

コムギ･オオムギ 
注1） 

ダイズ 
注1） 

1,395

259

乾草 298

11,587

770

3,229

3,178

1,521

-

493

2,261

4

430

12,035

1,411

6,929(1,625)

4,407(   124)

2,263

注1：コムギ・オオムギ，ダイズは食品用を含む総輸入量で，これらの加工副産物（フスマ・ 

 　　 ダイズカス）は飼料原料となる。 

注2：（　）内の数値は食糧需給表（H15）の飼料用輸入量。 

【表Ⅳー4】主な輸入飼料の輸入量と輸入元（百万t/年）



（5）推計結果

図Ⅳ-13は，以上の考え方にもとづいてデータを

収集・整備して求めた，生産から貯蔵・加工の各段

階における推計値（供給地域別に求めた推計値の平

均）である。図Ⅳ-13の推計値に，供給先ごとに求

められる日本国内輸送時のエネルギー消費量・GHG

排出量を加えると，輸入飼料の供給段階までのライ

フサイクル・エネルギー消費量・GHG排出量が推計

されることになる。付属資料－２には，このような

手順で推計した，都道府県界を基準とした55供給地

域別の牛用輸入飼料に関するエネルギー消費量・

GHG排出量を掲載するとともに，推計手順とそれに

ともなうデータをまとめている。

3.農家から地域レベルの農畜産活動の評価

（1）プロセス別インベントリの整備

LCAを適用した評価を行うためには，分析対象プ

ロセスに対するインプットとアウトプットの種類・

量，環境負荷に関連する性状・特性値などを収集整

備し，資源・物質･エネルギーの投入，排出インベ

ントリを整理する必要がある。図Ⅳ-12の分析対象

プロセスの現状については，表Ⅳ-5のような項目に

関するインベントリ整備が求められる。

インベントリが作成されると，作業や物質別に，

燃料・エネルギー・成分種類別のインプット量やア

ウトプット量（たとえば，作物栽培の堆肥投入にお

いて消費される軽油の量や農地に投入される窒素・

（50km，2.19MJ-軽油/t-km）49)と，艀船によるカイロ

からニューオーリンズまでのミッシシッピー川船運

（1385km，0.29MJ-軽油/t-km）49)を推計対象とした。

海上輸送にともなう環境負荷は，国内の供給先ご

とに荷揚げ港（飼料基地のある港）を特定すること

ができるので，アメリカ・オーストラリアなど，生

産国の主要積み出し港から日本の主要荷揚げ港まで

の海上輸送距離を求め，海上輸送時の単位エネルギ

ー消費量(0.1004MJ/t-km)・GHG排出量（7.51g-

CO2eq./t-km）50)を用いて推計することができる。

日本国内での輸送については，荷揚げ港～加工拠

点～供給先の一般的な陸上および海上輸送ルートに

ついて距離を求め，輸送手段別エネルギー消費量・

GHG排出量51)を考慮して推計する。

（4）貯蔵・加工段階の推計

食品原料として加工されるトウモロコシ・コム

ギ・ダイズに関しては，スターチ・食用油・粉など

の製品と，副産される飼料原料との割合（重量）を

把握し，生産国内から海上輸送段階でのエネルギー

消費量・GHG排出量をそれぞれに配分する処理を行

う必要がある。このため，これら飼料の貯蔵・加工

におけるエネルギー消費量・GHG排出量の推計で

は，製品と副産物の割合と歩留まりや，資源・エネ

ルギー投入量を把握するために，ハンドリング・調

整・製粉・製油プロセスに関する聞き取り調査が不

可欠となる。
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【図Ⅳー13】輸入飼料１kg当たりの地域供給段階前までのエネルギー消費量とGHG排出量



小さいといえる。しかしながら，LC-エネルギー消費

量・LC-GHG排出量のプロセス別，投入資源別の構

成は，規模により著しく異なっている。小規模では，

農作業時の燃料・エネルギー消費にともなうLC-エネ

ルギー消費量が大きな割合（54％）を占めるが，大

規模では，外部飼料消費によるものが圧倒的に大き

な割合（89％）を占めている。

このように，LCAの推計結果は，対象の環境負荷

を客観的に比較する情報を提供すると同時に，プロ

セス別・投入資源別のLC-エネルギー消費・LC-GHG

排出（環境負荷）と，それが全体におよぼす影響・

寄与度を把握することができる。

（3）地域レベルのライフサイクル環境負荷

同様に，地域を対象とした物質･エネルギーの投入，

排出インベントリを作成することができれば，地域

レベルのLC-エネルギー消費量・LC-GHG排出量の推

計が可能となる。図Ⅳ-15は，農家調査・県営農調査

資料・既存資料などを参考に，宮崎県Ｔ町の肉牛･耕

リン・家畜ふん尿の量など）を算出することができ

る。算出されたインプット量やアウトプット量を資

源種類別に累計し，表Ⅳ-3，あるいは前節にまとめ

たような手法で求めた資源別の環境負荷量（エネル

ギー消費原単位・GHG排出係数など）をそれぞれ乗

じて，環境カテゴリ別（投入エネルギー・GHG排出

など）に合計値を求めれば，対象とする活動のライ

フサイクルにわたる環境負荷が推計される。

（2）農家レベルのライフサイクル環境負荷

図Ⅳ-14は，規模の異なる宮崎県M地域の肉牛･耕

種農業複合経営３農家を対象とした，ライフサイク

ルにわたるエネルギー消費量・GHG排出量の推計結

果である43)。３農家の飼養頭数は，それぞれ7頭（小

規模），57頭（中規模），132頭（大規模）であった。

飼養１頭当たりの年間LC-エネルギー消費量は，小

規模11,400MJ/頭/年，中規模12,000MJ/頭/年，大規

模11,900MJ/頭/年で，年間LC-GHG排出量は970～

1,070kg-CO2eq./頭/年となっており，規模による差は
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把握検討項目 参考資料・情報源など 把握検討項目 参考資料・情報源など 

インプット アウトプット 

農業 
プロセス 

畜産業 
プロセス 

変換 
プロセス 

●作物別栽培面積（農家・集落） 

●作物別作業項目別肥料･農薬・燃料・  

   エネルギー消費 

●化学肥料の種類と成分 

●肥料成分 

●施用堆肥の水分・成分 

●栽培方法・肥培管理・農機具使用・ 

   資材投入状況 

●所有・使用農業機械の種類と性能 

●雑作業の内容と資源・エネルギー消費 

●委託作業内容と燃料・エネルギー消費 

●燃料単価・電力料金 

●作物別収量（農家・集落） 

●作物中の養分含有率 

●収穫残さ率 

●残さ中の成分構成 

●農地からのガス排出量 

 

農家聞き取り調査 

県農業試験場データ 

電力会社料金表 

石油情報センター資料 

「農業経営管理指針」

　　資料 

「農業機械学会調査報

告書」 

 

園芸・工芸農作物および花き市町

村別データ 

愛知県農試データ 

県農業試験場データ 

「我が国の農作物の養分収支」 

「畜産における温室効果ガスの発

生抑制」 

●飼料給与量 

●購入飼料の種類・量・調達先 

●飼料の成分別配合割合および飼料成分 

●自給飼料栽培面積と収量 

●飼料栽培の作業区分 

●作業区分別肥料･農薬・燃料・エネル 

　ギー消費 

●肥料成分 

●畜舎管理エネルギー 

●燃料単価・電力料金 

●飼料調達モデル 

●ふん尿排出量 

●ふん尿の成分 

●自給飼料収量 

●農地からのガス排出量 

 

 

農家聞き取り調査 

各自治体資料 

「飼料原料図鑑」 

「日本標準飼料成分

表」 

「農林水産統計情報総

合データベース」 

「飼料設計プログラ

ム」 

県農業試験場データ 

「堆肥化施設設計マニュアル」 

「農業経営管理指針」    資料 

「バイオマス資源循環利用診断モ

デル」 

「畜産における温室効果ガスの発

生抑制」 

 

●処理作業内容 

●処理時燃料・エネルギー消費 

●副資材の種類・量・成分 

●分解率 

●堆肥の肥料成分 

農家聞き取り調査 

「農業経営管理指針」

標準経営資料 

「堆肥化施設設計マニュアル」 

「家畜ふん堆肥の品質評価・利用

マニュアル」 

 

 52） 

 53） 

60） 

 54）  52） 

 55） 

 59）  56） 

 60） 

 61） 

 57） 

 58） 

 59） 

【表Ⅳー5】資源・物質･エネルギー投入，排出インベントリ作成のための把握・検討項目
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LC-GHG排出量（左）とプロセス別排出割合の比較（右） 

注：農地(バックグラウンド)は，自然状態で耕地から排出しているGHG量　　　。  62）63） 

【図Ⅳー14】農家レベルのライフサイクル環境負荷の推計結果
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注：GHG排出量には農地からの放出も含む　　　。  61）62） 

【図Ⅳー15】Ｔ町における肉用牛・耕種複合経営の集落別ライフサイクル環境負荷の推計結果



さらに，図Ⅳ-16・図Ⅳ-17は，同様のデータ源を

使って，すべての畜産と作物栽培について，資源利

用モデルおよびGHG排出モデル58)を作成するととも

に，資源利用・負荷排出の位置を特定するために，

畜産農家と農地の空間分布を把握し，それらの情報

をGISデータに集約して，集落別のLC-エネルギー消

費量・LC-GHG排出量を推計したものである。

このようなLCAとGISとの連携は，ライフサイク

ル環境負荷の集落間比較，集落別の環境負荷低減の

水準検討，地域全体での負荷平準化などの検討に際

して，有益な情報を提供することができる。

種農業複合経営を対象として，農・畜産業における

物質・エネルギー投入，排出インベントリを作成し，

集落別のライフサイクル環境負荷量を推計した結果

である。図Ⅳ-15からは，集落間で環境負荷の大きさ

に違いがあること，全体として燃料・エネルギー消

費と購入飼料が与える環境への負荷が大きいこと，

資源･エネルギー別の寄与度は集落ごとに大きな違い

があることなどが分かる。

（4）集落別ライフサイクル環境負荷の

GISによる表示
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【図Ⅳー16】Ｔ町における集落別LC-エネルギー消費量

【図Ⅳー17】Ｔ町における集落別LC-GHG排出量



【メタン生産・ガス発電シナリオ】

メタン生産・ガス発電と発酵残さの堆肥化・農地

還元

【作付拡大シナリオ】

飼料用トウモロコシ栽培の拡大（飼料栽培面積

20％増）による自給飼料増

機械的堆肥化，およびメタン生産・ガス発電によ

り生産された堆肥を使用するときの化学肥料投入量

は，現地調査の結果から求められた回帰式にもとづ

き，堆肥由来窒素の約30％が化学肥料由来窒素を代

替するものとして算出した。

メタン生産・ガス発電で生産される電力・熱は，

優先的に変換プロセスに供給され，さらに余剰とな

る電力は，畜舎管理に必要な電力の一部に利用され

るものとした。強制通風による堆肥化，およびメタ

ン生産・ガス発電の変換プロセスにおける物質･エ

ネルギーのフローは，１ｔ当たりふん尿処理につい

て図Ⅳ-19のように設定した。

4.バイオマス利活用シナリオの比較

（1）シナリオの設定

バイオマス利活用に関連する新たな技術やシステ

ムを地域に導入するためには，課題や改善オプショ

ンを事前に把握・分析し，導入の妥当性を総合的に

検討することが望ましい。ここでは，バイオマス利

活用における技術，およびシステムの特徴と課題，

導入の可能性を検討するために，畜産･耕種農業複合

経営を対象に，ベースラインシナリオに加えて，バ

イオマス利活用の三つのシナリオを設定し，LC-エネ

ルギーとLC-GHG(CO2eq.)排出量を推計・比較する43)。

ベースラインシナリオは，３項で分析した，57頭

の肉用牛を飼養している「中規模」農家の，現状で

の農畜産活動とした。本シナリオでは，家畜ふん尿

は堆肥舎で堆積発酵処理され，農地還元されるとし

ている。そして，設定したバイオマス利活用のシナ

リオは，つぎの三つである（図Ⅳ-18）。

【機械的堆肥化シナリオ】

強制通風によるふん尿の発酵処理・農地還元
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【図Ⅳー18】ベースラインシナリオと三つの分析シナリオ



的堆肥化シナリオの70％程度であるが，このシナリ

オではエネルギーが生産される（電力：41,646kWh，

熱：244.5GJ）ために，システム外からのエネルギー

投入量は，機械的堆肥化に比べて大幅に小さくなる。

作付拡大シナリオは，自給飼料生産時のエネルギー

消費量・GHG排出量は増加するものの，外部から調

達する飼料が減少するため削減効果が大きく，ベー

スラインシナリオと比べて，LC-エネルギー消費量を

約６％，LC-GHG排出量を約２％小さくすることが

できる。

（2）推計結果

各シナリオの推計結果は，図Ⅳ-20のようになった。

機械的堆肥化シナリオにおけるLC-エネルギー消費

量・LC-GHG排出量は，ベースラインシナリオに比

べ，それぞれ83％・41％増加する。一方，メタン生

産・ガス発電のLC-エネルギー消費量・LC-GHG排出

量は，ベースラインシナリオに比べ，それぞれ

113％・23％減少する。メタン生産・ガス発電シナリ

オの変換プロセスに投入されるエネルギー（電力：

38,985kWh，熱：182.5GJ，軽油：1,154褄）は，機械
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【図Ⅳー19】機械的堆肥化シナリオとメタン生産・ガス発電シナリオの変換プロセスにおける物質・エネルギーフロー



考えられる。

一方，メタン生産・ガス発電シナリオは，LC-エネ

ルギー消費量・LC-GHG排出量をベースラインシナ

リオより小さくすることができることから，現行技

術での導入は，エネルギー消費量の抑制とGHG排出

量の削減対策として有効であると考えられる。同様

に，自給飼料の増加を意図した飼料栽培の拡大（作

付拡大シナリオ）も，ベースラインシナリオと比較

して，LC-エネルギー消費量とLC-GHG排出量を小さ

くすることができることから，LC-エネルギー消費

量・LC-GHG排出量を指標とする場合は，有効な対

策の候補になり得ると考えられる。

1.家畜ふん尿の効率的な利活用

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律」（家畜排せつ物法）の制定を契機に，

畜産農家が多く存在する地域においては，家畜排せ

つ物の適正な管理と，堆肥などとしての有効利用促

進が課題となっている。特に，2004年11月以降はす

べての管理基準が適用され，ふん尿が野積みなどに

よって放置された場合，違法行為として罰せられる

ことになった。

こうした情勢の変化を受けて，家畜ふん尿の利活

用システムに注目が集まっている。特に，効率的な

利活用技術として，エネルギー化（熱・電気等）・

（3）シナリオの評価と課題

機械的堆肥化シナリオの変換プロセスにおけるエ

ネルギー消費量は，ベースラインシナリオの変換プ

ロセス（堆肥舎）に比べて著しく大きくなる。エネ

ルギー生産を行わない機械的堆肥化シナリオのLC-エ

ネルギー消費量を，ベースラインシナリオと同水準

にするためには，変換プロセスのエネルギー消費量

を大幅に削減することが必要である。

より精度の高い推計が必要であることを前提とし

て，本推計結果からは，機械的堆肥化シナリオの変

換プロセスにおけるエネルギー消費量の低減が，バ

イオマス利活用における技術的課題であること，そ

の目標水準が約80％削減であることが分かる。仮に，

機械的堆肥化シナリオの変換プロセスにおけるエネ

ルギー消費量の低減が技術的に困難と判断される場

合，LC-エネルギー消費量とLC-GHG排出量を評価指

標としてバイオマス利活用を妥当な方策と判断する

ためには，変換プロセスにより生産される再生資源

の資源的価値を向上させる，回収効率を改善させる，

あるいは他のプロセスを取り込んだ複合的なシナリ

オを設定するなどの方法により，LC-エネルギー消費

量をベースラインシナリオより小さくすることが求

められる。

前者については，再生資源の価値・生産性向上を

はかる技術的改善が要求される。後者については，

コジェネレーションや他のバイオマス（生ごみや食

品残さなど）をシステムに取り込むことで，比較す

るベースラインシナリオのLC-エネルギー消費量を機

機械的堆肥化シナリオより大きくするような方策が
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【図Ⅳー20】各シナリオのLC-エネルギー消費量（左）とLC-GHG排出量のプロセス別構成（右）

【2－3】家畜ふん尿利活用システムの
評価事例



利活用システムの主なプロセスと，想定される環

境影響を，図Ⅳ-21に示す。たとえば，二酸化炭素

（CO2）は，以下のプロセスで発生することが想定さ

れる。

◎バイオマスのふん尿や食品廃棄物の収集工程で消

費される燃料（トラック用）に由来するLC（ライ

フサイクル）-CO2

◎バイオマスの変換プロセスで消費されるエネルギ

ーや資材に由来するLC- CO2

◎変換プロセス（ガス化，コジェネレーション等）

で発生するLC- CO2

◎生成物である肥料の輸送工程で消費される燃料

（トラック用）に由来するLC- CO2

なお，変換プロセスで生産されるバイオマス由来

の二酸化炭素は，カーボンニュートラルとして考え

た場合にはカウントしない。ただし，乾燥などの前

処理・撹拌・加温などの操作に必要な電力，発電設

備（デュアルフューエルエンジン）で用いられる燃

料を外部から投入した場合には，これらの電力や燃

料由来のLC- CO2について考慮する必要がある。

（2）シナリオの比較検討

バイオマスの利活用システムをLCAで評価する際

は，複数のシナリオを設定し，比較検討を行うこと

が重要となる。どのようなバイオマスを，どこから

調達し，どこで再資源化するのか，また，どのよう

マテリアル化（肥料等）の複合型技術が注目されて

いる。

その代表例として，地域で発生するバイオマス資

源を組み合わせ，「エネルギー」と「マテリアル

（飼料・肥料）」を生み出す「多段階ガス化：コジェ

ネレーションシステム」である「農林バイオマス２

号機」64)がある。これは，農林水産省のプロジェク

ト研究「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評

価及び対策技術の開発」において，（独）農業・生

物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究センタ

ーと民間企業（株式会社中国メンテナンス，株式会

社御池鐵工所）の共同研究により開発されたもので

ある。「農林バイオマス２号機」は，家畜ふん尿を

ガス化して高効率な発電を行うとともに，廃熱で食

品残さを乾燥して飼料を生産したり，焼却灰をリン

酸肥料として利用したりするなど，バイオマスを総

合的に有効利用するシステムとなっている点が特徴

である。

2.LCAによる分析

（1）評価対象とする環境影響

「農林バイオマス２号機」による家畜ふん尿のエネ

ルギー化（熱・電気等），マテリアル化（肥料等）の

複合型システムを事例として，家畜ふん尿利活用シ

ステムをLCAにより評価する。
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変換 

農林バイオマス 
２号機 

収集 

収集 

供給 

輸送 

家畜ふん尿 

家畜飼育 

食品製造 

食品廃棄物 

余剰エネルギー 
（熱・電気） 

エネルギー資材 
生産・輸送に 
ともなう 
環境負荷 

飼料・肥料 

消費 

消費（農家等） 
 

輸送にともなう 
環境負荷 

輸送にともなう 
環境負荷 

変換プロセス 
での環境負荷 

輸送にともなう 
環境負荷 

環境影響評価の範囲 

【図Ⅳー21】家畜ふん尿の利活用システムでの環境影響



を利用先の農地に輸送する際に発生する燃料由来の

LC-CO2との総和を計算するものである。また，最適

化計算を行うことにより，輸送段階でのLC-CO2の総

和が最小化されるような変換施設の配置・変換量が

明らかとなる。

畜産地帯と肥料の利用先である農業地帯が混在す

る地域（五つの自治体から構成される）を想定して

行った試算結果を，図Ⅳ-23に示す。対象地域内の五

つの自治体が共同で，地域内に１箇所の家畜ふん尿

変換施設を設置する「集中処理型」のケースと，自

治体ごとに５箇所設置する「地域分散処理型」のケ

ースでの，家畜ふん尿および再生資源（肥料）の輸

送過程におけるLC-CO2を比較すると，「集中処理型」

のケースの方が約２倍大きい試算値となっている。

この試算では，変換施設への外部投入エネルギー

（電力・燃料等）由来のLC-CO2は対象としていない。

変換施設の大型化によるエネルギー効率の向上（外

部からの投入エネルギーの削減）が期待できない場

合には，LC-CO2の観点から考えると，「集中処理型」

より「地域分散処理型」の方が優れているといえる。

家畜ふん尿利活用システムで取り扱うバイオマス

は，家畜ふん尿という重量物である。加えて，農村

地域においては，家畜ふん尿の発生場所と肥料の利

用先は分散しているのが一般的であり，輸送に多く

のエネルギーを要することから，これにともなうLC-

CO2の削減が課題となる。家畜ふん尿利活用システ

ムの検討に当たっては，変換施設の立地に関し，経

済的・社会的な要因とともに，対象資源の収集・輸

送，再生資源（肥料・飼料）の輸送過程での環境負

な再資源化技術を適用し，生じた再生資源をどこで

利用するのかなど，さまざまなケースが想定される。

ここでは特に変換施設の配置に着目し，シナリオを

比較した。

変換施設の配置は，バイオマスの収集と再生資源

の輸送段階における環境負荷に，大きな影響を与え

る。変換施設の配置の決定に当たっては，環境の視

点の他，以下のような経済性や事業運営上の観点を

考慮し，総合的に検討する必要がある。

◎畜産農家としては，農家が集中する地域に変換施

設が建設されることを期待している。

◎再生資源である肥料の需要面を考えると，耕作農

家がアクセスしやすい地域に建設されることが望

ましい。

◎変換施設の経済性（規模の経済の視点）。

◎立地に関する住民合意が得られやすい。

以上のような観点から，最適化シナリオを検討す

る手順を，図Ⅳ-22に示す。

ここでは，家畜ふん尿利活用システムとして「農

林バイオマス２号機」によるエネルギー化・肥料化

を想定し，家畜ふん尿の発生場所・発生量，変換施

設の立地場所・規模を変数とする，家畜ふん尿およ

び再生資源（肥料）の輸送過程（トラックで輸送）

におけるLC-CO2を試算した。評価モデルの概要を，

表Ⅳ-6に示す。この評価モデルは，五つの自治体内

での家畜ふん尿の発生量（飼養頭数等に依存）・再

生資源（肥料）の利用量（農地面積等に依存）を設

定することで，家畜ふん尿を変換施設に輸送する際

に発生する燃料由来のLC-CO2と，再生資源（肥料）
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地域での供給動向 

地域でのバイオマス利活用方策（技術） 

バイオマスの供給先 

複数の利活用シナリオ 
（導入技術・立地・規模・他との連携策等）で比較検討 

（シナリオA） （シナリオB） 

地域での需要動向 

再生資源の需要先 

変換施設 

LCAの観点から環境負荷を最小化する最適な条件を決定 

【図Ⅳー22】最適化シナリオの検討手順



暖化」「酸性化」「富栄養化」などに分類した上で，

それぞれの項目に独自の重みづけをした。そして，

これらの重みづけした結果を統合化して，環境負荷

の総合的な数値として算出している。重みづけする

に当たっては，会社の環境基本方針・事業特性・環

境保全対策の重点施策などをふまえ，二酸化炭素

（CO2）と水に関連する部分（地球温暖化と富栄養化）

の重みを大きくしている。飲料メーカーとしての環

境方針・事業特性を踏まえつつ，水（富栄養化）な

どに重点をおいた重みづけとなっている点が注目さ

れる。

この他，宝酒造（株）では，市民・研究者・宝酒

造環境担当者が，それぞれ重要度を５段階で評価し，

結果を平均して最終的な重みづけ値を算出（実際に

改善率に掛けるのは，平均値を５段階評価の中央値

３で割った数字）する試みを行っている67)。

（2）俯瞰的な分析・評価が可能なLCA

バイオマス利活用の分野は，対象分野が技術・資

源・環境など多岐にわたるため，視点が細分化され

やすく，個々がどのように全体に影響・波及するの

かという検討は，困難である場合が多い。LCAは，

個々の部分ではなくシステム全体の「環境負荷」を

低減するために物質フローをモデル化し，そのモデ

ルに組み込むデータを収集・処理することによっ

て，全体の「環境負荷」を推計して，全体を俯瞰的

に分析・評価できるところに長所がある環境管理ツ

荷（軽油に由来するLC-CO2など）に着目することも

重要になる。

1.環境影響の総合的な評価

（1）環境問題の総和としての環境影響

環境問題は，オゾン層の破壊といった地球規模で

の問題から，身近な悪臭や水質汚濁などの問題まで，

広範な分野におよぶ。環境影響を評価する際は，こ

れらの環境問題を総合的に評価する必要がある。

地域や人によって個々の環境問題に対する関心度

には差異がみられ，その優先度合いも異なる。たと

えば，「平成16年環境にやさしいライフスタイル実態

調査（平成15年度）」65)では，環境問題への関心度が

調査されている。最も関心が高い項目は，「地球温暖

化」（81.9%）で，ついで「オゾン層の破壊」（59.7%）

となっており，地球規模での環境問題への関心度が

高い。また，半数前後の人が関心を示した項目とし

ては，「大気汚染」（53.8%），「水質汚濁」（49.5%），「リ

サイクル可能な資源の廃棄」（47.8%）となっている。

複数の環境影響項目をどのように統合化するかに

ついては，さまざまな手法が試みられている。ここ

では，どのような観点から各項目に重みづけを行う

のかが課題となる。

環境影響の総合的な評価の試みについては，企業

活動を対象とした取り組みが始まっている。例とし

て，アサヒビールグループが行った環境影響評価の

統合化をみてみる。

アサヒビールグループは，以下のような手法で独

自の単一指数を算定し，事業改善に役だてている66)。

まず，LCA的手法を用いて，二酸化炭素排出量・用

水使用量などの環境負荷データを，ビール１k褄の

製造に対する原単位で把握した。つぎに，このデー

タを用いて排出される各物質の量を算定し，「地球温
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インプット アウトプット 

家畜ふん尿の 
発生条件 

変換施設の条件 

再生資源（肥料）の 
消費条件 

対象地域内の発生場所・発生量 
（隣接する5自治体内の家畜農家を設定） 

変換施設の設置場所（隣接する5自治体を設定） 
変換施設の処理可能量（100t/dを設定） 

肥料の利用場所・利用可能量 
（隣接する5自治体内の農地を設定） 

輸送段階でのLC-CO2

輸送段階でのLC-CO2

最適化計算により，輸送段階でのLC-

CO2の総和を最小化するような変換

施設の条件（立地場所・変換能力）を

決定 

【表Ⅳー6】家畜ふん尿利活用システムの評価モデルの概要

（kg-CO2/kWh） 
0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012

地域分散処理型 

集中処理型 

【図Ⅳー23】シナリオ別のLC-CO2の試算
（家畜ふん尿・肥料の輸送段階）

【2－4】LCA適用の有効性と課題
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ールである。

また，LCAがもつ包括的アプローチの概念は，

個々の技術や研究が，バイオマス利活用においてど

のような役割を果たすのかを考えるための枠組みを

与えてくれるものである。価値観やニーズが多様化

し，複雑化している今日の社会において，合意形成を

行い，選択した選択肢における問題や対策の所在を

明らかにするためには，社会の複雑な選好を包括的

な視点からマッピングすることが不可欠である68)。

2.不確実性への対応

バイオマス利活用をLCAによって評価しようとす

る場合，バイオマス変換プロセス・資材などの流通

プロセスについて，必ずしも精度の高いデータが整

備されているわけではない。さらに，バイオマス利

活用や環境の持続性を適切に示す評価項目も確立さ

れていない。これらの理由から，推計の妥当性やそ

の解釈には，常に大きな不確実性がともなうことに

なる。バイオマス利活用システムは，文字通りバイ

オマス（生物資源）をベースとしているため，その

不確実性は，他のシステムを評価する場合に比べて

大きくなる。

しかし，諸条件や原単位の不確実性を加味した

LCAの検討も始まっている。不確実性が付随してい

るものの，LCAの考え方は，バイオマス利活用のよ

うに多くのプロセスが介在し，多様な関係者が参加

するシステム構築や意思決定において有効に活用で

きるものである。限界を充分に理解した上で，市

民・技術者・研究者など，各層各分野でLCA的アプ

ローチを効果的に活用することが期待される。
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コラム4

サトウキビから生産される燃料用エタノールのGHG（温室効果ガス：Greenhouse Gas）

削減効果を適正に評価するためには，自動車走行時の代替燃料消費だけでなく，サトウキビ

栽培～収穫～輸送～加工の各段階における資源・エネルギー消費を含めたWell-to-Wheel

（一次エネルギーの採掘から燃料タンクに充填されるまでを“Well-to-Tank”，さらに，車両

走行までを“Tank-to-Wheel”という）のライフサイクルにわたる削減効果を分析する必要

がある。ブラジル・サンパウロ州環境局が，サトウキビからの燃料用エタノールについて，

このWell-to-Wheel評価（サトウキビ栽培～燃料エタノール製造～使用段階におけるGHG排

出量の推計と化石燃料使用量との比較）を試みている。その概要を紹介する。

分析では，各種資源・エネルギーの消費データとして，比較的信頼性が高く，有効性・精

度が妥当と判断された，サンパウロ州製糖業者組合（Coperucar）作成の，サトウキビ栽培

からエタノール・バガス生産までの資源とエネルギー利用に関するインベントリ・データが

184
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サトウキビ栽培段階 

エネルギーの消費と生産 

農作業 

シナリオ１ 
(kcal/TC)

シナリオ２ 
(kcal/TC)

プロセス 

輸送 

肥料 

資材・農薬など 

種子 

農業機械･設備 

エタノール生産段階 

電力消費 

薬品・油脂類 

建物・施設 

機械設備 

エネルギー収支 インプット アウトプット インプット アウトプット 

農業 

製造プロセス 

製造エタノール 

バガス燃焼 

計 

産出／投入比 

48,208

11,800

60,008

459,100

40,300

45,861

9,510

490,100

75,600

499,400

8.3 10.2

55,371 565,700

48,208

9,097

10,261

15,890

4,586

1,404

6,970

45,861

9,097

8,720

15,152

4,586

1,336

6,970

11,800

0

1,520

2,860

7,420

9,510

0

1,520

2,220

5,770

【表Ａ】燃料エタノールのライフサイクルエネルギー収支推計
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採用されている。評価対象には，平均的なエネルギーおよび物資の消費にもとづく「シナリ

オ1」と，現時点で最も優れた省エネルギー・省資源技術システムを適用した場合の「シナ

リオ2」が選定され，エネルギーの消費・生産の収支を，サトウキビ1ｔ当たり（TC）で推

計・比較している。

シナリオ1と2のエネルギー消費量は，サトウキビ栽培段階が，それぞれ48,208

kcal/TC，45,861 kcal/TCで，エタノール生産段階が，それぞれ11,800 kcal/TC，

9,510 kcal/TCとなっており，総エネルギー消費量は，シナリオ１で60,008kcal/TC，

シナリオ2で255,371kcal/TCと推計されている。一方，総エネルギー生産量（エタノー

ル・バガス）は，シナリオ1と2で，それぞれ499,400kcal/TC，565,700kcal/TCと推

計されており，産出エネルギー（再生可能エネルギー生産）に対する投入エネルギー（化石

エネルギー消費）の割合（産出投入比）は，表Aのように，シナリオ1が8.3，シナリオ2が

10.2と見積もられている。シナリオ1および2のエネルギー産出／投入比は，トウモロコシ

を原料とするアメリカの燃料エタノール生産と比較して，極めて大きな値になっている。

一方，サトウキビから生産される燃料エタノールのライフサイクルにわたるGHG排出量は，

表Bのように見積もられる。表Bは，たとえば，平均的な生産ライン（シナリオ1）で無水エ

タノールあるいは含水エタノールが使用された場合，ガソリンが使用された場合よりも，そ

れぞれ242.5kg CO2 eq./TC，169.4kg CO2eq./TCのGHG排出量を削減できることを示

している。

注：本文は，“Assessment of greenhouse gas emissions in the production and use of fuel ethanol in Brazil”

（サンパウロ州環境局，2004，37p.）をベースにしている。

排出の種類 

化石燃料 

シナリオ１ 
(kg-CO2eq./TC)

シナリオ２ 
(kg-CO2eq./TC)

GHG排出・削減 

廃物燃焼のCH4・N2O排出 

土壌亜酸化窒素 

排出量合計 

削減効果 

余剰バガス使用（発電） 

エタノール使用（走行時） 

削減量合計 

総削減量 

19.2

9.0

6.3

34.5

12.5

17.7

9.0

6.3

33.0

23.3

242.5(A)

255.0(A)

259.0(A)
169.4(H) 180.8(H)

282.3(A)
181.9(H) 204.2(H)

220.5(A) 249.3(A)
147.4(H) 171.1(H)

(A): 無水エタノール，(H): 含水エタノール 

【表B】燃料エタノールのライフサイクルGHG削減量推計


