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家畜ふん堆肥等施用と化学肥料施用の LCA、環境影響の経済評価 

 

（独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター   志村もと子 高橋英博 

 

1. はじめに 

LCA＝ライフサイクルアセスメント（日本語訳：環境影響評価）は、ある商品（あるいは

サービス）が、作成されてから廃棄されるまでのライフサイクル全体が環境へ及ぼす影響を、

段階ごとに評価することである。例えば、工業製品なら、原材料の採掘→部品の製作→組み

立て→運搬→販売→使用→廃棄といった、それら全ての段階で環境へ与える影響を評価する。

農地なら、耕起→基肥施肥→播種（苗作り→定植）→農薬散布→追肥→収穫といった段階が

考えられ、その段階ごとに環境へ与える影響を評価していくことになる。 

その作業には大量のデータが必要となり、その収集に時間とコストがかかる。例えば、施

肥の段階では、施肥に使う機械の燃料、運搬するトラックの燃料、それと機械・トラックの

製造過程や肥料の製造過程で生じる環境への影響を考える。細かく見れば肥料袋の製造や廃

棄の際に消費されるエネルギー、物の起源を遡ると機械・資材の原材料の採掘エネルギーや

輸入時の輸送燃料といったものも含まれてくる。それらのデータ収集や解析にもかなりの労

力がかかる。 

なぜ、ここまで労力やコストをかけて LCA を行うのか？これには２つの目的がある。ひ

とつは、その製品が環境へ与えている影響を明らかにすることである。その製品のどの段階

が、あるいは何が環境へ悪影響を及ぼしているのか。それがわかれば、その部分を改善する

対策を立てることで、その製品が環境へ与える影響を効率的に大きく削減することが可能に

なる。もうひとつの目的は、異なる製品や技術と比較して、そのどちらが環境への影響がよ

り少ないのかを明らかにすることである。LCA が、環境に良いものを選択する際の根拠とな

るわけである。 

したがって、農業の分野で LCA を行うと、農業が起こす環境汚染を防ぐため、何に対し

てどのような対策を立てるべきなのかを明らかにすることができる。また、より環境への影

響が少ない技術を選ぶことが可能になる。 

本研究では、LCA の手法を用いて、慣行の栽培技術や新たに導入や普及が勧められている

農業技術を対象に環境影響評価を行った。 

新たな技術導入によって生じるメリットとしては、コスト削減や有機性資材の活用（生産

者：農地）、地域の水質保全（住民：地域環境）、地球温暖化の抑制（人類：地球環境）など

が考えられる。そのため、新たな農地管理技術を評価する際には、こういった視点からの評

価につながる生産コスト、農地からの窒素溶脱量、温室効果ガスの排出量といった数値を提

示することになる。 

ただ、新たな農地管理技術がすべての項目で慣行技術より優れている場合には、その技術

を取り入れようと判断するのは簡単であるが、項目間でトレードオフが生じる場合や、複数

の技術から取捨選択する場合には、その判断や比較検討はかなり難しいものになる。 
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そこで、技術導入による効果をわかりやすく示すため、LCA の影響評価項目の中から、地

球環境である地球温暖化と、地域環境である水質保全（富栄養化）について評価を行った。

さらに、技術選択の判断材料となる情報として、農地管理技術の水質保全や地球温暖化への

影響を経済価値に換算し、生産コストと同一指標にして総合評価を行う手法を検討した。 

 

2. 対象作物と栽培技術体系 

今回は、表１に示した２地域で LCA を行った結果について述べていく。 

北海道根釧地域では、牧草 28ha、飼料用トウモロコシ 7ha の個別経営を想定し、そのう

ちの牧草作について、化学肥料を主体とした栽培（慣行）と、有機質肥料である堆肥、スラ

リーを利用した場合の３パターンについて評価を行った。愛知県東三河地域では、冬作がキ

ャベツ、夏作がスイートコーンの 3ha の家族経営を想定し、化学肥料を主体とした栽培（慣

行）と牛ふん堆肥、豚ふん堆肥を利用した場合の３パターンについて評価を行った。有機質

肥料のみのパターンがないのは、有機質肥料は一般にカリの含有量が高く、化学肥料すべて

を堆肥やスラリーに変えてしまうと、作物にカリ過剰の障害が出る可能性があるからである。

そのため、カリ過剰にならない程度に堆肥やスラリーを使い、足りない窒素とリンを化学肥

料で補う方法をとった。 

いずれの栽培技術体系も、農地１年間を対象としたため、何年かに１度の作業（例えば草

地更新、土壌改良など）は考慮していない。また、表１では堆肥とスラリーの窒素量が化学

肥料に対して多いが、それは、有機質肥料に含まれる窒素のうち実際に作物が利用できる窒

素は一部だからである。作物が利用できる窒素量は、これらの数字に肥効率（ここでは堆肥

0.2、スラリー0.4 とした）をかけた数字になる。 

表１ 対象作物と栽培技術体系 

 

3. 対象とする影響領域と評価手法 

LCA では、地球温暖化や水質保全の他にも、酸性化、有害化学物質、都市大気汚染等の多

くの環境影響領域を対象とした評価が行われている。個々の影響領域の評価とともに、独自

の指標や経済評価に基づく環境影響の総合化も行われており、さまざまな評価手法が考案さ

れている。 

解析には、オランダの環境コンサルタント PRe Consultants（プレコンサルタント）社が

開発した LCA ソフト SimaPro8 を使った。インベントリデータはなるべく現地の実測値を

用いることとし、実測値が得られない場合には文献値を用いた。機械の使用年数（減価償却）

地域 作物 栽培技術体系 施肥窒素量(kg/10a) 

北海道 

根釧 
牧草 

化学肥料（慣行） 化肥 16.0 
堆肥＋化学肥料 堆肥 18.0＋化肥 4.1 

スラリー＋化学肥料 スラリー6.3＋化肥 7.9 

愛知県 

東三河 

冬作キャベツ 

夏作スイートコーン 

化学肥料（慣行） 化肥 55.0 

牛ふん堆肥＋化学肥料 堆肥 28.6＋化肥 37.0 

豚ふん堆肥＋化学肥料 堆肥 45.6＋化肥 30.0 
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は LCA において実耐用年数に近い年数での評価とするため、一律に法定年数の 2 倍で算出

した。また作目間で共通する機械には面積による負担率を設定した。 

(1)温室効果ガス評価 

農業で主に発生する温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の３種類である。

ガスによって温室効果への影響力が違うので、簡単に比較できるようにするため、各ガスの

発生量に係数をかけて、二酸化炭素の発生量に換算して示す。 

評価には IPCC GWP 100a の手法を用いた。これは、IPCC（気候変動に関する政府間パ

ネル）の定めた GWP（地球温暖化係数）を用いて 100 年間の影響を数値で示すもので、二

酸化炭素 1 に対し、メタン 21、一酸化二窒素 310 である。京都議定書などの地球温暖化に

関する会議では、この手法を用いて温室効果ガス発生量が計算されている。 

(2)富栄養化評価 

評価には LIME2 の手法を用いた。LIME2 は、独立行政法人産業技術総合研究所が開発し

た日本版被害算定型ライフサイクル環境影響評価手法で、富栄養化のほか、酸性化、生態毒

性、大気汚染など、全 15 種類の影響領域を評価できる（伊坪・稲葉 2010）。 

富栄養化指数は、窒素・リン・化学的酸素要求量の３つの要素から求められる。３要素に

富栄養化特性化係数（EPMC）をかけ、リン酸塩濃度に換算して示す。EPMC は、日本の４

つの閉鎖性内湾（東京湾、伊勢湾、三河湾、大阪湾）の溶存酸素濃度の減少から算出した値

に、発生源の寄与を考慮して求められたものである。 

 

4. 経済評価 

  環境の経済評価には、環境経済学において再生費用法、仮想評価法（CVM)、コンジョイ

ント分析等の様々な評価手法が開発され、その成果は LCA の評価手法としても活用されて

いる。 

LIME2 では、被害評価による算定を行っている。地球温暖化に関しては、感染症の増加、

食糧事情の変化といった人間健康に関する被害や、農作物の生産量・質の変化、エネルギー

消費等の社会資産への影響等を、マイナス効果だけではなく、寒冷地の農作物増収といった

プラス効果も含めて総合的に評価している。これらを総合化したダメージコストは、CO2 1t

あたり 2,330 円である。富栄養化に関しては、東京湾・伊勢湾・三河湾・大阪湾において、

富栄養化の被害を受けると考えられる漁業生産額を算定し、現状の各富栄養化物質の発生負

荷量割合で加重平均するという手法によって、全窒素では 82.5 円/kg というダメージ係数を

設定している。 

これらは貴重な研究成果であるが、地球温暖化においては被害算定する対象をどこまでと

するかが手法ごとに異なること、富栄養化においては同じ係数を他の地域にも当てはめて良

いのかという地域性の問題があることが指摘されている。 

そこで今回は、特別な調査や複雑な計算、推定を伴わない簡易な評価方法として、地球温

暖化に関しては温室効果ガスの市場取引価格の適用を、水質保全に関しては代替法として農

地からの排水を浄化するコストを用いて経済価値に換算する方法を検討した。 
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(1)地球温暖化 

環境のほとんどは直接売買の対象とならないため、前述のような各種の手法を用いた経済

価値の推定がこれまで試みられてきた。しかし温室効果ガスの排出量は現在「カーボン・オ

フセット」の考え方に基づいて市場取引が行われている。 

カーボン・オフセットとは、主体的に温室効果ガスの排出量削減の努力を行うとともに、

削減が困難な部分の排出量を温室効果ガスの排出削減・吸収量等（カーボン・クレジット）

の購入や他の場所で排出削減を実施する等で埋め合わせることをいう。これは温室効果ガス

が発生する地域によらず地球温暖化に対して同等の影響を与えるという考え方によるもので

ある（環境省 2012）。 

クレジットの取引は EU 域内排出量取引制度や環境省自主参加型排出量取引制度が開始さ

れた 2005 年から行われている。現在は国内でもいくつかの制度が実施されているが、2008

年に開始されたオフセット・クレジット（J-VER）制度と国内クレジット制度が 2013 年４

月に J-クレジット制度として発展的に統合している（環境省 2013）。 

J-クレジット制度は、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による温室効果ガス

の排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度である。この制度を利用する場

合は、認証委員会で承認された方法論を用いた計画をプロジェクトとして登録し、モニタリ

ングを実施する。その計画書やモニタリング報告書が第三者機関で審議された上でクレジッ

トが認証されて発行される。 

J-クレジット制度では、2014 年 12 月末時点で 60 の方法論が承認されている。エネルギ

ー消費の削減を対象とするものが多く、農業関係でも施設栽培でのヒートポンプ導入の事例

等がある。農業分野の方法論は「豚への低タンパク配合飼料の給餌」、「家畜排せつ物管理方

法の変更」、「茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料の投入」の 3 件の登録がある。1 番目の

豚への給餌は統合前の J-VER 制度において埼玉県と宮崎県の養豚事業者での実績がある。

実際のクレジット価格は相対取引ということもあって入手可能な情報は限定されるが、カー

ボン・オフセットフォーラムが公開しているプロジェクト登録者、継続取引者を対象にした

売買の気配値の聞き取り調査を見ると価格は下がる傾向にある。 

今回、温室効果ガス排出量の経済価値としては、農業生産での適用もあるこの J-VER 制

度の取引価格を参考に、2013 年の気配値の平均値（中値）から CO2 1t あたり 4,000 円と設

定した。 

ただし、クレジット価格は取引制度によって異なっている。例えば EU の先物取引では

2013 年の平均価格は約４ユーロ（約 520 円）、東京都排出量取引制度の再エネクレジット査

定価格は約 10,000 円である。J-クレジット制度の価格が唯一のものではなく、時期によって

も変動することに留意する必要がある。 

(2)水質保全 

水質保全の経済価値については、水系への農地由来の窒素排出量の削減を排水の浄化処理

で実現するとした場合の浄化処理コストから算定する代替法を適用することとし、各種施設

や既往の関連研究成果を元に検討した。 
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まず総務省の地方公営企業年鑑から上下水道の処理コストについて整理した。下水道は比

較的小規模となる農業集落排水を対象とした。維持管理費分を除いたランニングコスト分を

汚水処理原価とした場合、全国平均は 186 円/m3であった。上水道では資本費を除外した処

理コストを給水原価とした場合、全国平均は 75 円/m3であった。 

これらを農業排水の窒素削減手段として見た場合、下水道では高濃度の排水を処理してい

ること、上水道では水質基準を満たすために殺菌処理が行われる等、農業排水に適した処理

条件となっておらず、コストを過大に見積もることになると考えられる。 

次に河川・排水路の浄化処理コストを検討した。実際に千葉県の河川や排水路に設置され

た浄化施設の事例（本橋・立本 2004）では、浄化方法や規模の違いによって幅があるが、

流入水の窒素濃度は 7.2～12.3mg/L、窒素除去率は 0.085～0.49 で、年間の維持費から求め

た処理単価は 1.1～23.9 円/m3 となり、上下水道の原価に比べてかなり安価である。また白

谷ら(2004）による代替法による検討では、河川や農地排水の浄化を目的とした接触触媒酸

化法による水質改善施設を対象に、窒素浄化率は 0.04～0.232 で、排水処理コストを 1.6～

4.4 円/m3と試算している。 

これらの事例を参考に処理単価を 2 円/m3、処理水の窒素濃度を 10mg/L、窒素除去率を

0.2とした場合、窒素処理コストは1,000円/kgとなる。また農地からの年間排水量を1000mm

とした場合、単位面積あたりの排水処理コストは 2,000 円/10a となる。 

 

5. 結果 

 (1)温室効果ガス評価 

① 牧草作の排出量 

 牧草作の温室効果ガスの排出量の評価結果を図１に示す。「軽油」は農作業に使う軽油の採

掘から消費までの過程、「機械」は使用する機械を製造する過程、「耕地から」は、肥料を耕

地に撒いた後に地面から発生する過程、「化学肥料」「有機肥料」はそれぞれを製造する過程

を指す。 

 栽培方法ごとの温室効果ガス排出量は、堆肥主体＞慣行（化学肥料）＞スラリー主体の順

になっている。慣行の化学肥料栽培より、堆肥主体の栽培はガス排出量が 4 倍以上大きく、

スラリー主体の栽培では排出量がやや少ないことがわかる。有機性資源の活用でも技術によ

って効果が分かれる結果となった。 

 ガス排出の内訳をみると、「資材」・「軽油」・「機械」の項目は、どの栽培方法でも差は少な

い。「耕地」（肥料散布後に発生するガスの量）の項目も差は少ない。だが、肥料の製造時に

出る排出量は他の項目より多く、慣行栽培で６割、堆肥栽培では 9 割近くを占める。特に、

堆肥の製造過程で生じる温室効果ガスの影響が大きく突出している。 

ただし、スラリー製造時の排出量は堆肥に比べて少ないが、それは今回の評価に用いたの

が閉鎖型貯留槽での測定値であったためで、開放型貯留槽ではもっと大きな値になると予想

される。また、今回の評価には、製造してから農地に散布されるまでの貯蔵期間の排出量が

含まれていない。北海道では、積雪のある冬季の散布が不可能なため貯蔵日数は長期に及ぶ。

貯蔵期間の排出量を考慮すると値は増えると予想される。 
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② 露地野菜作の排出量 

次に、露地野菜作（冬作：キャベツ・夏作：スイートコーン）の排出量の評価結果を図２

に示す。まず、上段のグラフが示す面積あたりの温室効果ガス排出量は、牛ふん主体＞豚ふ

ん主体＞慣行（化学肥料）の順となっている。牛ふん主体・豚ふん主体の排出量が大きいの

は「有機肥料」と「耕地から」の排出の増加による。加えて、「資材等」の項目の数値も慣行

より大きくなっているが、これは収穫量が増え、その分、キャベツを梱包するダンボールの

使用量が増加したためである。このように、単位面積あたりでは有機性資源を活用する栽培

技術体系の温室効果ガス排出量は増大する結果となったが、食糧消費の視点からは収穫量が

重要であり、導入技術により収穫量が増加する場合は、収穫量あたりで比較することが必要

と考えられる。 

そこで、収穫物 1kg あたりの温室効果ガス排出量を示したのが下段のグラフである。栽培

技術体系ごとの収穫量あたり温室効果ガス排出量は、慣行（化学肥料）＞牛ふん主体＞豚ふ

ん主体の順になる。これは収穫量が、キャベツ・スイートコーンともに、豚ふん主体＞牛ふ

ん主体＞慣行（化学肥料）の順になっているためである。 

このように、面積あたりでは排出量が増大する場合であっても、収穫量あたりで減少して

いれば技術導入により削減効果があると考えられる。また、今回の調査地のキャベツは畑で

梱包を済ませて出荷するので梱包資材も評価に含めたが、耕地外で梱包すると考えれば評価

対象から除外できることになる。その場合、「資材等」の排出量は、面積あたり評価で慣行・

新規導入技術体系ともほぼ等しくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 温室効果ガス排出量 
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 (2)富栄養化評価 

① 牧草作からの富栄養化インパクト 

牧草作の富栄養化インパクトの評価結果を図２(a)に示す。有機性資源を活用する栽培技術

体系は、堆肥・スラリー体系とも慣行よりインパクトが大きかった。 

過程別の内訳を見ると、「耕地から」の排出と、「有機肥料」（肥料製造時）の排出がほとん

どを占めることがわかる。「耕地から」の排出は、大部分が地下水への溶脱とアンモニア揮散

によるものであるが、その寄与は体系により異なる。「耕地から」の排出のうち、アンモニア

揮散の割合は堆肥体系では 27%、スラリー体系では 82%であった。 

ただし、スラリー主体での「有機肥料」（スラリー製造時）の排出は、閉鎖型貯留槽を使用

していたためで微量となっているが、開放型貯留槽の場合はこの項目が増える可能性が高い。

また、攪拌の有無や調査地の気温、スラリーの貯留期間によっても値は変化すると考えられ、

今後の検討が必要である。 

② 露地野菜作の富栄養化インパクト 

 露地野菜作の富栄養化インパクトを図２(b)に示す。面積あたりの富栄養化インパクトは、

慣行（化学肥料）＜牛ふん主体＜豚ふん主体の順となり、有機性資源を活用する栽培技術体

系は、両方とも慣行体系よりインパクトが大きかった。 

内訳をみると、露地野菜作でも「耕地から」の排出量がほとんどを占める。地下水への溶

脱によるものである。 

図２ 富栄養化インパクト 

 

(3)環境影響を含めた栽培技術体系の総合評価 

総合評価として、地球温暖化および水質保全への影響を経済価値に換算して生産コストと

合わせて評価した。 

生産コストに関しては LCA で用いるデータと共通化し、環境面で影響するコストに費目

を絞った。そのため一般に生産費に計上されている労働費、土地改良及び水利費等を除き、

種苗費、肥料費、農薬費、諸材料費、動力光熱費、減価償却費を算出した。 

表２に牧草作と露地野菜作での各栽培技術体系の生産コストを示す。牧草作では農機具の

減価償却費が占める割合が非常に高い。肥料費には化学肥料の使用量の差があらわれている

が、堆肥 3t/10a をスラリー3t/10a に置き換えているので、窒素含有率の低いスラリー体系
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では化学肥料の減少分が小さい。露地野菜作では各種資材の積み上げとなる諸材料費が も

大きいが、前述のように堆肥体系は慣行体系より収量水準が高いために収穫物用資材が増え

て若干の増額となる。また肥料費は牧草と同様に堆肥体系で大きく減少している。 

 

表２ 対象とした栽培技術体系の生産コスト 

 

表３ 環境影響を経済評価した栽培技術体系の総合評価 

 

地球温暖化への影響については、図１に示す温室効果ガス排出量を、水質保全への影響に

ついては、図２に示す富栄養化インパクトの値から富栄養化係数によって窒素溶脱に相当す

る量を算出して用いた。 

これらの環境負荷量に対し、温室効果ガス排出量を 4,000 円/ t CO2 eq、窒素溶脱量を 1,000

円/kg の設定で経済価値に換算して総合評価を行った。これらの金額は環境影響を回避する

ためのコストと見なせる。ただしアンモニア揮散等の富栄養化インパクトも窒素溶脱量の経

済価値で評価しているため、この点は今後の検討課題である。 

表３に総合評価の結果を示す。牧草作では、生産コスト＞温暖化影響コスト＞水質保全影

響コストという関係になった。評価額の総計は慣行体系に対して堆肥体系で減少しているが、

差額を見ると明らかなように内訳は大きく異なっており、両体系の特徴があらわれている。

一方露地野菜作では、生産コスト＞水質保全影響コスト＞温暖化影響コストという関係にな

牧草作 露地野菜作

栽培技術体系 慣行（化肥） 堆肥主体 スラリー主体 慣行（化肥） 牛ふん主体 豚ふん主体

費　　目　（円）

種　苗　費 0 0 0 42,000 42,000 42,000
肥　料　費 7,668 1,658 3,932 43,361 22,927 19,480
農　薬　費 0 0 0 39,536 39,536 39,536
諸 材 料 費 231 231 231 130,893 137,793 143,128
光熱動力費 994 1,081 1,145 17,304 17,750 17,750
減価償却費（建物） 0 0 0 4,286 4,286 4,286
減価償却費（農機具） 38,341 40,303 41,291 80,779 80,779 80,779

計 47,233 43,272 46,598 358,158 345,070 346,958
慣行比（%） 100 91.6 98.7 100 96.3 96.9

牧草作 露地野菜作

栽培技術体系 慣行（化肥） 堆肥主体 スラリー主体 慣行（化肥） 牛ふん主体 豚ふん主体

生産コスト（円） 47,233 43,272 46,598 358,158 345,070 346,958
水質保全影響コスト（円） 455 1,066 1,004 30,292 32,806 41,479
温暖化影響コスト（円） 831 3,656 1,021 6,981 9,191 8,718

計 48,504 47,308 47,800 395,431 387,067 397,155
慣行体系との差額 0 0 0

生産コスト（円） 0 -3,961 -635 0 -13088 -11200
水質保全影響コスト（円） 0 -60 -260 0 2514 11187
温暖化影響コスト（円） 0 2,825 190 0 2210 1737

計 0 -1,196 -704 0 -8364 1724
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った。豚ふん体系では水質保全影響コストが高く、総計でも慣行体系より高くなった。 

しかし露地野菜作では収量水準が違うため、図１ (b-2)で示したように収穫物 1kg あたり

で評価すると結果が異なってくる。総合評価においても収穫物 1kg あたりでは、豚ふん体系

は収量増加による生産コストの低減が大きく、慣行・牛ふん体系より、総計は低くなった。 

 

6. おわりに 

本研究では、牧草作と露地野菜作で、慣行の化学肥料を用いる栽培技術体系と、有機肥料

を主体として使う栽培技術体系の環境影響評価（LCA）を行い、その比較により有機性資源

活用技術の効果を総合的に評価した。その結果、農地管理技術を普及する際の参考情報とし

て、生産者や普及指導者等に対して環境影響を含めた栽培技術体系の評価を提示できるよう

になった。ただし、収量が異なる場合には面積あたりと生産物収量あたりで評価結果が変わ

るため、利用目的に応じた使い分けが必要である。解析に使用したデータの一部には、まだ

精度や測定条件に難のあるものもあるため、今後も引き続き収集・整理が必要である。 

また、経済価値への換算に使用した数値の設定方法は未確立であり、現段階では一つの目

安として考える必要がある。温暖化への影響に関しては、温室効果ガス排出量の市場取引価

格を適用したが、今後の価格動向、制度運用に注意する必要がある。また、水質保全におい

ては排水の水質（濃度）の問題もあるが、本研究では海域への影響として、窒素総量のみの

評価としている。水質を含めて評価する場合には、グレー･ウォーター･フットプリント（汚

染された排水を環境水質基準まで希釈するのに必要となる水の量）のような別の評価手法の

適用が必要である。 
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