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わが国の食飼料供給に伴う

1992年から 2007年までの窒素フローの変遷

松本成夫1・織田健次郎2.三輪審太郎3

キーワード窒素フロヘ食飼料供給，環境負荷，食料輸入

1. はじめに

これまで，筆者らは，わが国の食飼料供給に伴う窒素フ

ローを算定し， 1960年から 1997年までの窒素フローの

評価を行ってきた．岩元・三輪（1985）は国内生産食飼料

及び輸入食飼料が，穀類保管や加工業を経て，畜産業を

介して，食生活に食料を供給し，それぞれの部門から環境

に排出される過程を窒素フローとして現すモデルを開発

し， 1982年の窒素フローを算定し，環境へ排出される窒

素量は化学肥料窒素量の2.3～2.5倍になることを示すと

ともに，排出される有機物を全て農地に還元した場合の土

壌からの窒素供給量を推定し，排出される有機物量はわ

が国の農地で還元利用することが不可能な量であること

を示した．三輪・岩元（1988）は1960年の窒素フローを

見積もり， 1982年の窒素フローと比較し， 1960年におい

ては，環境への排出量は圏内生産食飼料量の約1.2倍であ

り，窒素循環率（国内作物生産で吸収される窒素量が窒素

フロー総量に占める割合）は7割近くあったが， 1982年

には35%に低下したことを明らかにした．この変化の要

因を，人口増加，高栄養食品への偏向，畜産の拡大，栽

培面積の減少であることを示した．袴田（1996）は， 1987

年と 1992年の窒素フローを見積もり，輸入食飼料，加工

業，食生活の窒素量が引き続き増え，これに伴い環境に排

出される窒素量の増加傾向が続くことを明らかにした．織

田（2006）は，窒素フローの算定システムの修正を行い，

各フローにおいて国内生産由来と輸入由来を区別できるよ

うにした．また，食飼料の処理・利用の過程を詳細に調

べ，食料需給表のほか，関連統計・報告資料を用いて，よ

り詳細な算定を行えるようにした．さらに，原単位を使っ

た方法等による算定値と比較し算定値の検証を行った．

修正した窒素フロー算定法を用いて， 1982年から 1997年

までの窒素フローを求め，各部門における輸入割合が拡大

していることを明らかにした．また，畜産が縮小した反
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面，畜産物の輸入，特に牛肉の輸入が増加し，環境への排

出量が低下していないことを示した．

筆者らは， 2002年と 2007年の窒素フローを算定すると

ともに，これまでの窒素フローの算定値を参照し，長期的

な窒素フローの推移を報告する．

2.方法

1）窒素フローの算定

2002年と 2007年のわが国の食飼料システムにおける

窒素フローは，織田（2006）に準じ，図1に示した物流に

ついて，表1の統計等の資料を用いて，算定した．統計に

記載されていない項目については関連資料にデータを求め

た

2002年と 2007年の算定において，これまでに用いた統

計の一部が中止又は集計枠組みを変更され，算定方法を修

正する必要があった．以下に，窒素フローの算定方法の概

略及び変更点を示す．

稲わら及びもみ殻の生産量及び用途別供給量の算出に

使用した稲作関係資料（農林水産省生産局農産振興課）は

2003年に整理された後，作成されていないため， 2007年

の稲わら及びもみ殻生産量は， 2002年の玄米生産量に対

する稲わら生産量及びもみ殻生産量の割合を 2007年の玄

米生産量に乗じて求めた．麦わらの生産量は生物系廃棄物

のリサイクルの現状と課題（生物系廃棄物リサイクル研究

会， 1999）の麦に対するわらの比より求め，用途別供給量

は2003年の稲作関係資料に記載された2001年までの割

合を用いて推定した．

大豆の凍立腐及び納豆への加工量は食品産業統計年報

によって求めていたが， 2007年以降，集計されておらず，

2007年の算出においては2006年の値を使用した．

桑の生産量は農林水産統計表の栽培面積に反収を乗じ

て求めていたが， 2002年は，桑の栽培面積の記載がなく，

2001年の値を用いた. 2007年は同統計に栽培面積が記載

されており，それを用いた．桑の反収は 1997年以降，当

年の値を用いた．また，温室メロンは1998年以降，当区

分がなくなった．

2002年までの飼料，大豆油粕，菜種油粕，フスマ，飼

料用肉骨粉の輸入量は流通飼料便覧から引用していたが，

当資料の中止により， 2007年のこれらの輸入量は貿易統

計から農林水産輸入実績に記載されている各飼料の輸入物

のHSコードを頼りにデータを求めた．
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図1 わが国の食飼料システムにおける主たる品目の物流

織田（2006）を一部修正．

各種畜産物の生産量は， 2002年までは流通飼料便覧を

用いたが，当資料の中止により， 2007年については，牛

肉，豚肉は畜産統計，牛乳及び関連製品は食料需給表，鶏

卵は畜産物流通統計からデータを求めた．

食料需給表の水産物の集計方法が2000年から変更さ

れ，生鮮・冷凍で輸入した水産物が塩干・薫製や缶詰の原

料として使用された場合，塩干・薫製や缶詰の輸入量とし

て集計されることになった．このため，国内生産及び輸入

から加工業及び、食生活への魚介類の物量が変わった．

食料需給表における水産物の輸入量は原魚（魚体の丸ご

と一匹）に換算した値であるため，実際の輸入量を求め

るため， 2002年は農林水産輸入実績のデータをもとに，

2007年は農林水産輸入実績の入手が困難になったため，

原典の貿易統計のデータをもとに補正を行った．

海面養殖用の生き餌と配合餌料の投餌量は漁業・養殖業

生産統計年報から求めた 2006年までは4魚種に分けて

データが示されていたが， 2007年にはブリ類，マダイの

2魚種のみとなったため，これら2魚種への投餌量を用い

た

算定方法の修正を行ったので，それを以下に示す．家畜

飼料に糖蜜類を追加した．家畜飼料の輸入量に肥料用骨

粉・肉骨粉・フェザーミールを追加した．野菜・果実の輸

入物には乾燥物や濃縮物があり，食料需給表では，生鮮物

に換算して表示しており，これまでの算定方法では，乾燥

物・濃縮物に戻していたが，生鮮物から窒素量を求める方

法に変更した．乳製品向け牛乳の輸入量の算定において，

乳製品原料となる輸入生乳と製品である乳製品を重複して

算出していたので，実際の輸入物形態である乳製品のみ

の算定に修正した．青刈りエン麦，イネ科牧草，マメ科牧

草の作物残誼の含水率に誤りがあり，修正した. 1982年，

1987年， 1992年及び1997年についてもこれらの変更を

適用し再計算した．

2）廃棄物の農地還元利用窒素量の推定

筆者らの既報（三輪ら， 2006）と同様に，わが国の農地

において，化学肥料の施用と廃棄物の農地還元及び自然給

源により，作物生産に必要な可給態窒素のプールが形成さ

れ，それから作物への供給（吸収窒素）と脱窒，水系への

流出等（土壌中での不可給態化を含むが，本報告ではそれ

を分離せずすべて溶脱として扱っている）による作物生産

系外への移動が生ず、るというモデルを設定し，農地還元さ

れる窒素の量を次の手順で推計した．①圏内生産された食

飼料に作物残j査を加え，水産物を除いて，国内の「作物吸

収窒素量」を求める，②作物吸収窒素量の可給態窒素量に

対する比率は一定（作物吸収率＝0.5）とし，吸収窒素量か
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表1 わが国の食飼料システムの窒素フロー算定に使用した統

計等資料

食飼料の供給量及び食料，加工，飼料等への仕向け量

．食料需給表（農林水産省大臣官房食料安全保障

課， 2005,2010)

・食品産業統計年報（食品産業センター， 2011)

農産物生産量

・農林水産省統計表（農林水産省大臣官房統計部， 2004a,

2009) 

畜産物生産量，飼料供給量

－畜産統計（農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計

課， 2003b,2008b)

・飼料月報（農林水産省生産局畜産部畜産振興課， 2003,

2008) 

－畜産物流通統計（農林水産省大臣官房統計部生産流通消

費統計課， 2003a,2008a) 

－流通飼料便覧（農林水産省生産局畜産部畜産振興課，

2005) 

水産物生産量，餌料供給量

－漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省大臣官房統計部，

2004b, 2010) 

食飼料輸入量

－農林水産物輸入実績（農林水産省大臣官房国際部国際政策

課， 2005)

・貿易統計（財務省関税局， 2002,2003,2007a,2007b,

2007c) 

稲わら，籾殻，麦わらの生産量及び用途別供給量

．稲作関係資料（農林水産省生産局農産振興課）

・生物系廃棄物のリサイクルの現状と課題（生物系廃棄物リ

サイクル研究会， 1999)

窒素量への換算

－四訂食品成分表（科学技術庁資源調査会， 1982)

・日本標準飼料成分表（農林水産省農林水産技術会議事務局，

1995) 

化学肥料施用量

・ポケット肥料要覧（農林水産省生産局生産資材課， 2003;

農林水産省消費・安全局農産安全管理課， 2009：，農林統計

協会， 2013)

ら「可給態窒素量」を推定する，③可給態窒素量から化学

肥料及び自然給源窒素量を差し引いて「農地還元窒素量」

を推定する．

「自然給源窒素量」は既報（三輪ら， 2006）で用いた方法

により，水田，大豆，牧草による窒素固定，濯j既用水，降

雨による窒素流入量を算定した．窒素固定量は原単位を水

稲20kgha一1，大豆120kgha-1，小豆50kgha-1，マメ科

牧草180kgha1, イネ科とマメ科の混播18kgha1とし

て作物統計の各年の栽培面積から算定した．これ以外の作

物の窒素固定はないものとした．濯i既用水からの窒素は

原単位を 17.7kgNha-1として作物統計の栽培面積から算

定した．降雨からの窒素は雨水の窒素含有率0.656mgL-1

と年間降水量の代表値1,737mm及び作物統計の耕地面

積（二毛作等を行っている農地があるため耕地面積を用

いた）から算定した．脱窒量は三輪ら（2006）で用いた方

法により，水田及び水田以外の農地の原単位をそれぞれ

40kgNha-1, lOkgNha 1とし，水稲作付面積及びその

他作物の作付面積から算定した．

牧草の栽培面積は作物統計では 1996年以降マメ科牧草

の集計が廃止され， 2007年以降はイネ科牧草，混播の集

計が廃止され，牧草計の集計となった. 1996年以降のマ

メ科牧草については1992～1995年の牧草計に対する比率

0.0085: l, 2007年以降の混播については2000～2006年

の牧草計に対する比率0.68:1を用いていずれも牧草計か

ら推定した．

3. 結果および考察

1) 1990年以降のわが国の食料需給の推移

窒素フローを形成する主要な品目の消費動向を食料需給

表の国内消費仕向量から次のように整理した．

米の消費は低下傾向が継続し， 1990年から 2007年にか

けてさらに進行した．大半がパン，麺用に加工される小麦

の国内消費仕向量は620.4万トン（1992年）から 2007年

には634.8万トンに増加した．

大豆は 1985年から 2003年に500万トン水準に達した

が， 2004年以降減少に転じ， 2007年には430.4万トンで

あった．これは植物油向けの動向によるものである．油脂

類の消費はほとんどが植物油であり， 1980年代後半から

変わっていないが， 1989年以降大豆油にかわり，菜種油

が過半を占めるようになった．

野菜は 1977年以降1700万トン台に増加したが， 1997

年以降減少傾向にあり， 2007年は 1550.5万トンであっ

た．果物ではリンゴが126.1万トン（1990年）から 171.6

万トン（2007年）に増加，反面， ミカンが161.7万トン

から 108.2万トンに減少し，その他の果実が488.5万トン

(1990年）から 575.4万トン（2007年）に増加した．

牛肉は長期的に継続した増加傾向が頭打ちになり，

155.4万トン（2000年）をピークとして， 2007年には

118.0万トンに減少した．肱肉，鶏肉は長期的な増加傾向

が続き， 2007年にはそれぞれ3239.2万トン及び198.9万

トンに増加した．鶏卵は長期的な増加傾向の後，安定期

を迎え， 2007年には270万トンであった．飲用牛乳は長

期的に継続した飲用向けが509.1万トン（1990年）から

450.8万トン（2007年）に減少，反面乳製品向けが536.5

万トンから 765.2万トンに増加した．

生鮮魚介類は331.5万トン（1990年）から 416.7万トン

(1995年）に増加した後， 302.0万トン（2007年）まで減

少した．なお，水産加工品は減少が続き，塩干， くん製，

その他とかん詰の合計が2007年には1992年対比で77%

になった．特に，素干し品，くん製品は55%に減少した．

窒素フローに直接影響するタンパク供給量は1960年

の一人一日当たり 69.8gから 1970年に78.lg,1980年に

83.0g, 1990年に85.5gと増加し， 1996年に88.4gに達し

た後， 86～88gで推移し， 2002年以降減少に転じ， 2007



4 日本土壌肥料学雑誌第88巻第1号（2017)

年には82.2gであった（食料需給表）．タンパク供給の構

成は 1960～1964年には穀類40%，肉類5%，鶏卵4%,

牛乳・乳製品3%，魚介類21%であったものが2007年は

穀類25%，肉類17%，鶏卵7%，牛乳・乳製品10%，魚

介類20%と変化した．

このような消費を満たすための物流について，加工を経る

物流の動向と輸入の占める割合について注記しておきたい．

食料需給表では，加工周囲内消費仕向量は，食用外製品

の原料に使われるもの及び栄養分の相当量の減耗を差し引

いて，需給表の品目に該当する他の食品（デンプン，砂糖

類，油脂類，みそ，しょうゆ，脱脂大豆，酒類）の原料に

使われるものに限られ，食生活で、重要なパン，麺，乳製

品， E腐などの食用大豆加工品，水産加工品を含まない．

本報告で、用いた織田のモデ、ルで与は，小麦，乳製品用の原料

乳，輸入乳製品の供給及びかん詰・塩干の加工用魚介類を

そのまま直接食生活へ入るフローから，加工業を経由して

食生活へ入るフローに振り替えている（図1). 1990年以

降2007年までに，上記の国内消費仕向量の中で，小麦，

油糧大豆，水産加工品など主要な加工品の原料用途が揃っ

て減少に転じたほか， トウモロコシや大麦等穀類の加工仕

向け量が1997年に614.2万トンに達した後，減少に転じ，

2007年には540.7万トンであった．

食飼料の供給に対して輸入が占める割合（輸入率＝輸

入量／（国内生産量＋輸入量），物量）は継続的に増大し，

1991年には平均42%に達し， 1998年以降47～49%で

推移した．この長期的推移は穀類での増加（1996年以降

72～76%の輸入率）及びその国内消費仕向における飼料

用比率の増加（1980年以降43～48%）と対応している．

飼料供給量は 1992年以降減少に転じ， 1997～2007年で

は圏内産粗飼料，国内産魚介類の飼料利用も減少した．

2003年以降，減少した国産大豆油粕のかわりに飼料用の

大豆油粕輸入量が増加した．一方，肉類の輸入率が1990

年以降急増し， 2007年では43.8%であった．牛乳・乳製

品は 1990年以降輸入率が増加し， 1999年以降は30%を

超え， 2007年では33.4%であった．魚介類は 1975年か

ら輸入が輸出を上回るようになり， 2000年からは50%以

上を輸入が占めるようになり， 2007年には50.3%であっ

た

2）食飼料の供給に伴う窒素フロー

図2にわが国の食飼料システムにおける 1992年から

2007年までの窒素フローを5年ごとに示した．窒素フ

ローの単位はいずれも GgNである．

(1）算定方法の変更の影響

1992年と 1997年の窒素フローは織田（2006）が報告し

ているが，方法で述べたように骨粉・肉骨粉・フェザー

ミールの肥料用輸入量（食料需給表では飼料として計上さ

れる）の追加及び乳製品向け牛乳に関する修正の結果，以

下の窒素フローに変化があった．すなわち，輸入食飼料の

窒素量はそれぞれ3,SGgN減少した．その主要な内訳は，

輸入午乳に関する修正により，輸入食飼料のうちの畜産

物→畜産業→加工業→環境の経路でそれぞれ12,17GgN 

減少し，輸入肥料などの追加により，輸入食飼料→環境

（農地を含む）の経路でそれぞれ7,7GgN増加した．ま

た，糖蜜類の追加などにより，最終的に，環境（農地を含

む）への窒素フロー（環境フロー）がそれぞれ3,SGgN減

少した．穀類保管，加工業，畜産業，食生活に関わるそ

の他の窒素フローへの影響はわずかであり，国内生産食

飼料由来の窒素フローには変化がない．作物残i査の窒素

量は 1982年から 1997年の4カ年でそれぞれ36,35, 37, 

36GgN減少したが，食飼料供給システムの外であるた

め，窒素フローに変化はない．

(2）窒素フローの推移

窒素フローの主要な経路では米の消費量の低下を反映し

て国内生産食飼料→穀類保管→食生活への窒素フローが

1992年から 2002年にかけて低下した．また，同時期に

おける魚介類加工品などの消費の減少（水産物の集計方法

の変更を考慮した上で）を反映して国内生産食飼料→加工

業→食生活への窒素フローも低下した．

畜産業に供給される窒素フローは1992年から 2007年

にかけて変動した．輸入食飼料→穀類保管→畜産業の窒素

フロー，国内生産食飼料→畜産業，輸入食飼料→畜産業の

窒素フローが減少した（輸入食飼料→畜産業の2007年を

除く）．これは家畜飼養が牧草，穀類を減らし，大豆油粕

等の割合を増やしたことによる．大豆輸入量が増加し，大

豆油粕となり，畜産業に供給され，輸入食飼料→加工業→

畜産業の窒素フローは 1992年から 2002年にかけて増加

した．しかし， 2007年には大きく低下する．これは，食

生活での菜種油選好等の影響により大豆輸入量が低下し，

大豆油粕生産量が低下したことによる．菜種は油粕の生産

量が少ないため，大豆油粕の代替にはなり得ない．そのた

め，大立油粕を輸入するようになり，輸入食飼料→畜産業

の窒素フローが2007年に大きく増加した．

図3に1982～2007年の5年ごとの「窒素フロー総量」

（＝圏内生産一輸出＋輸入）を国内生産由来（＝国内生産一

輸出）と輸入由来に分けて棒グラフで示すとともに，窒素

フロー総量，加工業，畜産業及び、食生活への窒素フローに

おける国内生産由来窒素量の割合を国産率（%）として折れ

線で示した．

規模を示す窒素フロー総量は 1982年から 1987年に増

加した後， 1992年にピークに達し，その後，減少に転じ

た．窒素フロー総量の推移は（1）で述べた主要な食料によ

るタンパク供給量の推移と直接的な関係にある．窒素フ

ロー総量の国産率は 1982年の42%から 1997年には30%

に低下し， 2002年以降28%で推移した．

加工業への窒素フローの国産率は1982年36%, 1987 

年33%の後， 1992年26%, 1997年21%, 2002年15%

と大きく低下し， 2007年に 17%と増加に転じた．これ

は，加工向けの圏内産の魚介類，いも類等の窒素量の加工

業への窒素フローに占める割合が1982年から 2007年に

かけて28.1%, 26.5%, 19.6%, 15.7%, 8.3%, 10.7%と
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図2 わが国の食飼料システムにおける窒素フローの変遷（GgN)

4つ組の数値は，上からJI慣に， 1992年， 1997年， 2002年， 2007年の窒素フロー及び各部門の窒素現存

量である．「圏内生産食飼料」と「輸入食飼料」の内部に示した「水産物」，「畜産物」，「ワラ」はそれぞれ

総量の内数である．「穀類保管」，「加工業」，「畜産業」における入量と出量の差は，各部門の在庫及び家

畜体量の増減に反映する．「食生活」においては，入量と出量の差はなく，現存量（人体）の増減とは関係

ない．「化学肥料」と「作物残澄」はシステム外からの入量として示しであり，本算定には含まれていない．

推移したことによる．

加工業への輸入量の2002年から 2007年にかけての顕

著な減少64GgN(430→366）は，大豆の輸入量の減少

55GgN，加工業からの飼料供給の減少5GgNと大豆油

粕供給の減少62GgN，この補填のための輸入飼料の増加

49GgN （うち大豆油粕の輸入増54GgN［ほかの輸入飼料

が減少したため大豆油粕輸入の増加量より輸入飼料の増加

量が低くなる］）の連動がある．この連動で，加工業に起

きた変化は，畜産業では飼料の入手先が輸入に変わると

いう変化（圏内の飼料生産基盤の縮小）に現れたが，窒素

ベースでは，大豆の大半は輸入物であるため，畜産業への

フローの国産率には変化として現れていない．

畜産業への窒素フロー（飼料）の国産率は 1982年から

2007年にかけて32%, 26%, 24%, 22%, 21%, 21%と

推移した. 1982年から 1997年にかけての低下は加工業か

ら供給される国内産飼料の減少による. 1997年には畜産

業に供給される飼料の大半が輸入に依存する体制になり，

2007年まで続いているとみられる. 1992年から 2007年

にかけての畜産業の縮小（家畜体の減少に現れる）に伴い，

囲内産飼料が低下した．

食生活へのフローの国産率は1982年から 2007年にか

けて 54%, 48%, 43%, 39%, 37%, 37%と推移した．

この低下は穀類保管からの米の供給量の減少（1982年か

ら2007年にかけて99GgNから 78GgN），加工業からの

国産由来の減少（1982年に99GgN,1992年から 2002年

にかけて96GgNから 52GgN,2007年に54GgN），畜産

業からの国産由来の減少（1982年の33GgNから 1997年

に20GgN，そして2007年に 19GgN）による．わが国の

供給熱量ベースの総合食料自給率は1982年の53%から

1997年には41%に低下し，それ以降39～41%で推移し

た．これに対し，食生活への窒素フローの国産率はさらに

2002年まで低下を続けた．

草苅（2011）と薬師寺（2010）は，食の外部化が進んだ

ことが輸入率の増加の一因であると指摘している．長山・

山本（2004）は，所得による食料消費の違いを報告してお

り，食料・農業・農村白書（農林水産省， 2013）は，収入
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図3 国内生産由来 ・輸入由来食飼料窒素量と窒素フロー総量及び各部門における圏内生産由来

窒素割合の推移
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食飼料室素量．窒素フロー総量＝圏内生産食飼料窒素量一輸出食飼料窒素量＋輸入食飼料室素量．

が高くなると，調理食品 ・外食への支出が増えることを報

告している．

食飼料供給に伴う窒素フロー総量に対する食生活へのフ

ローの割合はほぼ一定で33～36%であった．新藤（2010)

の算定でも近い数値が示された．わが国の食飼料供給シ

ステムの構造を示すものと考えられる．他国との比較の

ため， 1995年のオランダ （Olsthoorn and Fong, 1998), 

1995～1999年のフィンランド（Antikainenet αl., 2005)' 

1995年のスウェーデン（Granstedt,2000）で見積もられ

た食飼料供給システムにおける窒素フローをもとに，同

様に食飼料供給窒素量に対する食生活への供給窒素量の割

合を算出したところ，それぞれ7%, 19%, 37%と求めら

れた．オランダやフィンランドでは畜産物の輸出量が多

く，相対的に食料への供給量が小さい．わが国の畜産業は

わが国の食生活に畜産物を供給するためのものであり， ス

ウェーデンも同様の構造であると考えられる．

3）食飼料供給に伴う環境への窒素負荷

(1）環境負荷のマクロな把握

図2において環境（農地を含む）に向かう 窒素フロ ー

（環境フロー）は海洋等の水域，大気，農地を含む陸域に

対し食飼料供給（魚介類への餌料を含む）に伴って加えら

れる窒素量である．環境への窒素投入量にはこのほか，化

学肥料投入窒素量と作物残誼還元窒素量がある．これらの

総和が環境への窒素投入量 となるが，環境フローのうち，

圏内生産に由来する部分には作物が吸収した化学肥料窒素

が含まれるため，単に環境フローと化学肥料室素量，作物

残漬窒素量の和をとって環境への窒素投入量とすれば，化

学肥料窒素量の農産物吸収分が二重に計上されることにな

る．また，国産魚介類は環境の一部である水域から餌を摂

取することにより窒素を回収する．そこで，農地における

作物吸収窒素量と魚介類による摂取窒素量からなる環境→

国内生産のフロー （圏内生産フロー［＝国内生産食飼料窒

素量＋作物残誼窒素量］）を設け，その分は環境負荷とみな

さないこととした．化学肥料は環境に加えられ，その一部

が環境にある窒素とともに国内生産フローを形成すること

になる．このような考えに基づいて，環境への窒素投入量

（＝環境フロー＋化学肥料窒素量＋作物残誼窒素量）から国

内生産フローを差し引いて「環境負荷窒素量」 を求め，図

4に1982年から 2007年までの5年ごとの推移を示した．

窒素フロー総量の推移を反映して，環境負荷窒素量は

1992年に 1,693GgNに達した後，減少傾向を示し， 2007

年には 1,577GgNであった.1992年から 2007年にかけ

て，環境フロ ーは159GgN減少し， 化学肥料窒素量は

93GgN減少したが，国内生産食飼料窒素量が136GgN

減少したため，環境負荷窒素量の低減は 116GgNになっ

た．国内での食飼料生産を高め，これらの農地還元利用を

高めることが，環境負荷窒素量の低下に繋がると言える．

(2）農地をめぐる窒素収支

三輪ら （2006）は農地をめ ぐる窒素収支のマクロ評価を

行うため，図2の環境（農地を含む）を環境と農地に分離

し，農地→圏内生産のフロー，圏内生産→環境フロー （作

物残さ），環境フ ロー→農地（廃棄物の農地還元），環境→

農地（窒素固定など），農地→環境（脱窒，水系への流出

等）の各フローを求めた．本報でも，同ーの手法を用い，

1982年から 2007年までの各フローを求めた．

農地→国内生産のフロ ーは図2の国内生産食飼料窒素

量から魚介類窒素量を差 し引いて作物残誼窒素量を加え

て求め，表2の「作物吸収窒素量」として示した．環境フ
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図4 環境負荷窒素量の推移

環境負荷窒素量＝環境（農地を含む）窒素量＋化学肥料窒素量＋作物残j査窒素；量一国内生産食飼料室素

量一作物残j査室素量．左の俸グラフは環境への窒素投入量であり，食飼料供給に伴い環境（農地を含む）

に排出される窒素量， 化学肥料投入室素量，作物残澄還元窒素量で構成され，水域，大気，陸域に投入

される．陸域に投入された窒素の一部は作物に吸収され水域に投入された皇室素の一部は国産魚介類と

なって回収される．すなわち，園内生産食飼料と作物残溢により環境に投入された窒素量が回収され，

これが右の棒グラ フである．環境への窒素投入量から囲内生産食飼料と作物残澄により回収された窒素

量を差し引いた窒素量を，環境負荷窒素量として求めた．

作物への給源窒素量と農地還元窒素量の推定（GgN)

自然給源
農地還元窒素量

(r=f-n-d) 

可給態窒素量

(f=e/0.5) 

作物吸収

窒素量（e)

イじ学肥料

室素量（d)

表2

総量

(n=a+b+c) 

年
降雨（c)濯i段用水（b)窒素固定（a)

295 

353 

1,157 

1,199 

1,155 

1,056 

1,001 

960 

579 

600 

578 

528 

683 

669 

179 

177 

62 

61 

39 

38 

78 

78 

1982 

1987 

417 572 166 

153 

59 37 

34 

70 1992 

1997 409 

389 

336 

494 57 62 

500 

480 

463 

479 

149 54 30 65 2002 

145 

注1）皇室素固定の原単位（kgha-1）を水稲＝20，大豆＝120，小豆＝50，マメ科牧草＝180，イネ科とマメ科の混播＝18，その他の作物＝0

として，作物統計の各年の栽培面積から算定した．イネ科とマメ科の混播におけるマメ科の比率を，北海道根釧地方のチモ

シーを基幹品種とする混播採草地の造成5年後の乾物収穫量構成から 10%とし，窒素固定の原単位を 18kghalと推定した．

注2）瀧湖周水からの窒素は原単位を 17.7kgNha1 （日本農業研究所：農業環境収支適正化確立事業関係資料集に掲載された茨城

県 ・長野県 ・富山県 ・滋賀県 ・大阪府・香川県での36データの平均値）として作物統計の各年の栽培面積から算定．

注3）降雨からの窒素は日本農業研究所 ：農業環境収支適正化確立事業関係資料集（実績編），平成9年度，平成10年度，平成11年

度に記載された雨水の窒素含有率と 1961～1990年のアメダス 155箇所の降水量の代表値及び作物統計の耕地面積から算定．

53 30 62 2007 

量と作物残誼窒素量の合計に占める割合を「窒素循環率」

として， 1960年には7割近くあったものが1982年には

35%に低下したと報告した．表2の作物吸収窒素量 と図3

に示した窒素フロー総量 と図4の作物残漬窒素量を用いて

同様の算定した結果，窒素循環率は 35% (1982年）， 32% 

(1987年）' 30% (1992年）， 28% (1997～2007年）と推

移した. 1982年から1992年にかけての窒素循環率が低下

したのは，窒素フロー総量が1982年から 1992年にかけて

増加した一方，作物吸収窒素量は 1987年以降減少したた

めである.1997年以降は窒素フロ ー総量，作物吸収窒素

ロー→農地のフローは農地→国内生産のフローである作物

吸収窒素量 を作物吸収率（＝0.5）で除して求めた「可給態

窒素量」（表2）から自然給源窒素量と化学肥料窒素量を差

し51いて推定し，表2の「農地還元窒素量」 として示した．

環境→農地のフ ローは用水，窒素固定，降雨による窒素

の増加量であり，表2の「自然給源窒素量」として示した．

農地→環境のフローは「脱窒量」（表3）を推定し，消去法

によって「水系への流出等窒素量」（表3）を推定した．表

2及び表3にこれらの算定結果を示した．

三輪 ・岩元（1988）は， 作物吸収窒素量が窒素フロ ー総
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表3 農地をめぐる窒素収支（GgN)

農地への投入室素量
年

自然給源 化学肥料 農地還元

1982 179 683 295 

1987 177 669 353 

1992 166 572 417 

1997 153 494 409 

2002 149 463 389 

2007 145 479 336 

水系への流出等＝農地への投入室素量の合計一脱室作物吸収．

70% 

60% 

50% 
4n 
き40%

程30%

側
20% 

農地からの排出窒素量

合計 脱窒 作物吸収 水系への流出等

1,157 123 579 456 

1,199 119 600 481 

1,155 115 578 463 

1,056 106 528 422 

1,001 95 500 405 

960 93 480 387 

10% ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー

0% 

1982年 1987年 1992年 1997年 2002年 2007年

寸島 農地還元窒素量／（窒素フロー総量＋作物残澄窒素量）

..... ー 農地還元窒素量／農地投入窒素量

ベ〉化学肥料窒素量／農地投入窒素量

図5 窒素フロー総量と作物残澄窒素量の合計に対する農地還元窒素量の割合及び農地投入窒素

量に対する農地還元窒素量と化学肥料窒素量の割合の推移

窒素フロー総量（＝国内生産食飼料室素量一輸出食飼料室素量＋輸入食飼料室素量）は食飼料供給に伴い

排出される窒素量であ り，これに作物残j企窒素量を加えた窒素量は農地還元可能な窒素量である．農地

還元窒素量＝作物吸収窒素量 （＝圏内生産食飼料室素量一国産魚介類窒素量＋作物残溢窒素量）／0.5一自然

給源窒素畳一化学肥料室素量農地投入室素量＝農地還元窒素室＋自然給源窒素量＋化学肥料室素量．

量ともに低下し， 窒素循環率は28%で一定 した．この変化

は1997年以降39～41%で一定している食料自給率の変化

と一致している. 3重量1節で述べたように食伺料供給及び

圏内作物生産の状況が1997年以降も変化しているにもか

かわらず，窒素循環率及び食料自給率が一定していること

は興味深い．消費者の圏内産食品への関心，食飼料供給の

経済効率な どが影響しているのかもしれない．

表2に示したように農地 還元窒素量は 1982年の

295GgNから増加 し， 1992年に 417GgNに達 し，その

後低下に転じ，2007年には336GgNであった．自然給源

窒素量は水稲や大立の作付面積及び耕地面積の減少により

1982年から一貫して低下し，化学肥料窒素量も作付面積

と単位施用量の減少により 1987年から 1997年に大きく

低下した．農地還元窒素量は，自然給源窒素量と化学肥料

窒素量の低下を補い， 1987年をピークとする国内作物生

産を支えた．水田の堆肥投入量は 1982年から 2007年ま

で年々低下したが（農林水産省統計資料 ：米及び小麦の生

産費），堆肥の販売量が1980年から 1990年にかけて大幅

に増加した （ポケッ ト肥料要覧）ことが関連している．

図5に窒素フ ロー総量と作物残誼窒素量の合計に対する

農地還元窒素量の割合を示すとともに，農地への投入窒素

量に占める割合を化学肥料窒素量と対比 して示した．窒素

フロー総量と作物残誼窒素量の合計に対する農地還元窒素

量の割合は 18～22%であり， 1982～2007年では大きな変

動がみられなかった．これに対して農地への投入窒素に

占める農地還元窒素量の割合は 1982年では26%であった

ものが1997～2002年には39%に達し，2007年にはやや

低下 し35%になった．対照的に，化学肥料の割合は 1982

年には59%を占めていたが， 2002年には46%に低下 し，

2007年には 50%であった．農地還元窒素量の農地投入窒

素量に占める割合が1997年まで大きく増加したのにかか

わらず，窒素フ ロー総量と作物残誼窒素量の合計に対する

比率に大きな影響がないのは作物生産が縮小したためであ

る．そして， 2007年は化学肥料窒素量が増えたため，農

地還元窒素量の割合が減少に転じた．

表3に示したように，環境に直接影響する水系への流出
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cコ農地経由の環境負荷窒素量

E二3非農地経由の環境負荷窒素量

ート環境負荷窒素量のうち農地経由の環境負荷窒素量の割合

図6 農地経由と非農地経由の環境負荷窒素量の推移

農地経由の環境負荷窒素量＝農地から水系への流出等の窒素霊 （表3），非農地経由の環境負荷窒素量＝

環境負荷窒素量 （図4）一段地経由の環境負荷窒素量．

等窒素量は 1982年の456GgNから 1987年には481GgN

に達した後，年々低下し，2007年には387GgNになっ

た．この水系への流出等窒素量を農地経由の環境負荷窒素

量と し，図4に示した環境負荷窒素量から差し引いて非農

地経由の環境負荷窒素量を求め，図6に示した．非農地経

由の環境負荷窒素量は 1982年の l,071GgNから 1992年

には 1,230GgNに達し， 1997年の 1,229GgNの後に低

下し， 2007年には 1,190GgNになった．環境負荷窒素量

のうち農地経由窒素量の割合は年々減少し，1982年には

30%であったものが2007年には25%になった.Shindo 

etαl. (2009）が1961年から 2005年のわが国における食

料生産 ・消費に伴う窒素フローを算定し，原単位を用い

て，農地から環境へ流出する窒素負荷が1990年以降わず

かに減少しているが，人からの流出窒素量は一貫して増え

ていることを示した．本報でも，同様の傾向が明らかにさ

れたことになる．

本報では農地→国内生産のフローである作物吸収窒素量

からの農地土壌中の可給態窒素量の推定と 2章2節に述べ

たマクロモデルから農地還元窒素量を推定した．マクロモ

デ、ルにおける推定量の確度について，織田（2006）は，畜

産業→環境，食生活→環境， 加工業→環境な どのフロー

を得られた実態量によって検証し，このモデルにおけるフ

ローの推定値がよく 実態と整合することを確認している．

農地の窒素収支については， Mishimaetαl. (2009）が，

1985年から 2005年までの日本における化学肥料施用量，

家畜ふん尿排出量，アンモニア揮散，作物吸収量な どを

基に窒素収支を見積もり，農地からの窒素流出の原因と

なる余剰窒素量は 1985年から一貫して低下し， 20年間で

68%にまで低下したことを示した．本報における水系へ

の流出等として算出された窒素の推定値では 1987年から

2007年までの20年間で81%に低下したことになる．算

定法の相違が低下率の相違となったが，低下傾向であるこ

とは一致している．

農地における養分利用率向上技術により農地から環境へ

流出する養分量は低減していくものと予想される．その一

方で，食生活や畜産業等から排出される窒素資源の有効利

用の促進が必要と考える．そのためには，国内の食飼料生

産の向上が求められる．

4 要約

1）わが国の食飼料供給の動向に基づき，窒素フ ローの

算定手法を改良し， 1992年， 1997年， 2002年， 2007年

の窒素フローを明らかにし，既報の 1982年と 1987年の

窒素フ ローを合わせて，その変遷を解析した．

2）わが国に供給される食飼料の窒素フ ロー総量 （国内

生産＋輸入）は 1982年から 1992年に増加し， その後，低

下し続けた．その国産率は 1982年の43%から 1997年に

は30%に低下し，それ以降29%で推移した．

3）食生活への窒素フローと畜産業への飼料の窒素フロー

の国産率は 1982年から 2007年にかけてそれぞれ54%か

ら37%に， 32%から 21%に減少した．加工業への窒素フ

ローの国産率は 1982年の36%から 1987年に33%になっ

て以降急激に低下し， 2002年には 15%にまで減少した．

4）環境負荷窒素量は 1992年にピークに達し，その後低

下した．化学肥料使用量の減少が寄与したが，国内食飼料

生産量の減少が， 環境負荷窒素量の低減の妨げとなった．

5）作物生産に伴う吸収窒素量が窒素フロ ー総量＋作物

残誼窒素量の合計に占める割合（窒素循環率）は 1982年の

35%から 1997年の28%に低下し，それ以降一定であった．

6）農地に投入される窒素量 （農地還元廃棄物＋化学肥

料）に対する農地還元窒素量の割合は 1982年の26%から

増加し， 1997～2002年には39%に達したが， 2007年に
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は35%に低下した．

7）水系への窒素負荷量のうち農地経由の割合は 1982年

の30%から減少し， 2007年には25%に低下した．
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松本ら：わが国の食飼料供給に伴う 1992年から 2007年までの窒素フローの変遷

Changes in nitrogen flow in food and feed supply during 1992-2007 in Japan 

Naruo MATSUMOT01, Kenjiro ODA2 and Eitaro MIWA3 

lJiα'Pan Internαtionαl Reseαrch Center for Agriculturαl Sciences, 

2NiαtぬnalInstitute of Agro-Environmentαl Sciences, 

3Tokyo U九iuersityof Agriculture 

We estimated nitrogen flow in food and feed supply in 1992, 1997, 2002, and 2007 in Japan, and compared it with 

previously reported nitrogen flow in 1982 and 1987. Total nitrogen in domestic and imported food and feed in Japan 

increased until 1992, after which it decreased. The domestic ratio (domestic-exported)/( domestic-exported +imported) 

of the food and f巴edsupply in Japan decreased from 42% in 1982 to 30% in 1997, and it stabilized at 28% 2002 onwards. 

The domestic ratio decreased from 54 % in 1982 to 37% in 2007 of diet food supply, 32% in 1982 to 21 % in 2007 of feed 

supply for livestock farming, and rapidly from 33% in 1987 to 15% in 2002 of food and feed supply for food processing. 

The nitrogen load to the environment increased to its peak until to 1992, after which it decreased; this occurred due to 

a decrease in chemical fertilizer application. However, food and feed wastage in the system did not decrease, resulting 

in only a slight decrease in nitrogen load to the environment. The ratio of nitrogen load absorbed into domestic crop pro-

duction to total nitrogen amount in domestic-exported+imported food and feed+crop residues decreased from 35% in 

1982 to 28% in 1997, and was stable until 2007. The ratio of nitrogen load in waste recycled to farmland to total nitrogen 

amount in recycled waste+chemical fertilizer input to farmland increased from 26% in 1982 to 39% in 1997-2002, and 

decreased to 35% in 2007. The ratio of nitrogen load from farmland to the hydrosphere per total nitrogen load to the 

hydrosphere decreased from 30% in 1982 to 25% in 2007. 

Key words: nitrogen flow, food and feed supply, nitrogen load to the environment, food import 
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