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EU主要国における耕地への家畜ふん尿施与に

関する規制の概要
松中照夫＊

1、はじめに

わが国で家畜ふん尿が環境汚染源として危惧さ

れるようになって久しい。この危惧を回避するため

1999年にr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」（家畜排せつ物法と略）が施行

され，2004年には罰則を含むすべての規定が適用さ

れている。この法律の主な目的は，家畜ふん尿の貯

留施設などからの養分流出による環境汚染防止で

あった。このため，家畜ふん尿の耕地への施与量に

っいての規制は，この法律に盛り込まれていない。

一方，わが国の畜産は集約化が著しく進み，単位

面積当たりの家畜飼養頭羽数（以下，飼養密度とい

う）が増加したため，家畜ふん尿を耕地に適切に施

与するというより，なかば投棄的に耕地へ施与され

る場合も多い。そのような場合であっても，r家畜

排せつ物法」には，耕地へのふん尿施与上限量の規

制が設けられていないため，罰則もない。その結果，

耕地に施与（投棄）された家畜ふん尿に由来する環

境への悪影響についての懸念は，依然として残され

ている。それゆえ，わが国において耕地に施与され

たふん尿由来の環境汚染防止には，EU諸国におい

て実施されているように，家畜ふん尿の施与上限量

を早急に規制対象とする必要があると思う。

そのための参考に供するために，本稿ではEUに

おける耕地への家畜ふん尿施与に関する規制がど

のような経緯で生まれたのかを概説し，次いでイギ

リス，オランダ，デンマーク，ドイツ，フランスで

のふん尿施与に関する規制を紹介したい。

　　2．EUにおける
環境規制実施までの経緯

EU15力国の大部分は互いに国境を接し，耕地面

積は陸地面積の43％を占めている。また，EU諸国

の農業は，その生産基盤である土壌の肥沃度維持の

ために，家畜ふん尿を利用するという伝統を持ち合
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わせている。r飼料なければ家畜なし，家畜なけれ

ば肥料なし，肥料なければ収穫なし」というフラン

ドルの格言が，それをみごとに物語っている。とこ

ろがそれゆえに，家畜ふん尿に由来する環境汚染は

自国だけでなく，隣接国にも大きな影響をおよぼす。

このため各国では，早くから環境に排出される汚染

物質の総量規制を実施し，EUにおけるふん尿の施

与基準も，この枠組みの中で以　に述べるような長

い時間をかけて作り上げられてきた。

1）EEC成立から飲用地表水指令まで
1957年，EEC（ヨーロッパ経済共同体）設立の基

本条約であるローマ条約には，環境政策に関わる案

件が全く取り上げられていない。このことは，当時，

環境への関心が大きなものでなかったことを示し

ている。その後，1972年にはストックホルムで国連

人間環境会議が開催された。そのころ環境問題は

「公害問題」と呼ばれ，内政問題であるとの見方が

一般的であった。この会議でも，表面的には環境問

題が国際的な問題であるということは確認された

ものの，環境問題が内政問題であるという従来から

の認識を完全に覆すことはできなかった。1973年に

はヨーロッパ議会に環境に関する常任委員会が創

設され，加盟国が最初の環境行動計画
（Environmental　Action　Program，EAP）を取りまと

めた。この第1次EAPは，環境に携わる様々な行

政組織が実施すべき対策と，その対策の優先順位を

取り決めている。こうした努力がおこなわれたにも

かかわらず，実質的には1980年代の半ばまで，EC

（ヨーロッパ共同体）は環境問題を取り扱う法的根

拠を持たなかった。

　ちょうどそのころ，ヨーロッパの家族経営農業は

規模拡大期を迎えていた。すでに述べたように，も

ともとヨーロッパでは，農業の生産基盤である土壌

の肥沃度維持のために，家畜ふん尿を利用する伝統

があった。したがって，規模拡大は必然的に家畜の

飼養頭数増大をもたらした。ところが，飼養頭数の
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増加に伴う家畜ふん尿の管理が不十分となり，圃場

へのふん尿由来窒素（N）の施与量が過剰となって，

水質汚濁が進んでいった。まさに，わが国の現状に

類似した状況である。このふん尿由来Nによる水質

汚濁を防止するために，飲用地表水指令（Surface

Water　fbr　Drinking　Directive，75／440／EEC）が！975

年に合意され，飲用地表水の安全な硝酸（NO3）濃

度基準が初めて設定された。この基準は，地表水か

ら飲用水へ浄化する処理方法によって3つのカテゴ

リに分けられている。例えば，高速ろ過と消毒処理

のような単純処理の場合，基準濃度はNO3として

25mg／L　（NO3－Nとして5・6mg／L），それ以外の

物理的あるいは化学的処理に消毒を組み合わせた

場合の基準濃度は，NO3として50mg／L（NO3－N

として1L3mg／L）と設定された。

2）飲用地表水指令から硝酸塩指令まで

　飲用地表水指令が施行されても，状況は必ずしも

十分に改善されなかった。そこで，1982年に設定さ

れた第3次EAPにおいて，環境を守るための予防

行動をとる必要性が強調された。さらに1986年に

調印された単一ヨーロッパ議定書（Single　European

Act，SEA）には，環境の項目がECの政策領域に新

しく導入され，それによって環境保護を目的とする

大きな法的権限が加盟国に与えられることとなっ

た。SEAは，域内の環境保護がEC全体としての重

要な政策課題であることを明確に規定したのであ

る。こうして，国境を接しあうEU諸国においては，

環境問題を国際的な問題として取り扱うべきであ

り，個別国の内政問題ではないという認識が形成さ

れていった。

　しかも，1980年代にはいると地表水だけでなく，

地下水，さらには地中海や北海などの海水でも水質

の富栄養化がすすみ，ブルーベビー症候群（赤血球

の酸素運搬機能障害）や魚の大量死などが発生して

社会に衝撃を与えた。EU諸国では，わが国と異な

り，飲用水のほとんどを地下水に依存するため，水

質汚濁に敏感にならざるを得ない。このため，農業

における環境規制の対象が，水系の硝酸塩濃度に絞

られていった。そして，1991年！2月，ECの閣僚

理事会は水質保全のため硝酸塩指令（農業由来の硝

酸塩に起因する汚染から水系を保護することに関

する閣僚理事会指令91／676／EEC＝Council

Dh℃ctive91／676／EEC　conceming　the　protection　of

waters　against　pollution　caused　by　nitrates　ffom

aghcultural　resource亀　‘‘Nitrate　Directive”）を公布

した。これによって加盟国の農業全体が，環境規制

の枠組みに組み入れられることになった。

　この後も，EU設立の法的基盤となった1992年調

印のマーストリヒト条約に，r環境に配慮した持続

可能な非インフレ成長」がEUの基本目標として掲

げられ，環境問題の重要性が改めて指摘された。ま

た，同年に成立した第5次EAPでも，環境を損な

わずに持続可能な経済発展を目指すことが明確に

示されている。1996年調印のアムステルダム条約に

おいても，重ねて持続可能な経済発展がヨーロッパ

統合の最終目標の一つであることが確認され，環境

保全のない経済発展は持続的でないとの認識が示

されている。

3．硝酸塩指令の実施手順

ふん尿の施与基準を決めるEUの環境規制には，

水環境と大気環境に関わるものとからなる。しかし，

ふん尿の耕地への施与基準に最も大きな影響を与

えたのは，水環境に関する規制である。

最も重要な規制は，すでに述べた硝酸塩指令であ

るざこの指令の目的は，農業に由来する硝酸塩が原

因となるか，あるいはそれが誘因となった水質汚濁

を軽減し，汚濁の進行を防止することにある。この

目的を達成するために，加盟国は必要な法律の制定

と，次の5っの段階をふまえながら必要な対策をと

ることが義務づけられた（図1）。

　第1段階：国内の水系における硝酸塩濃度と富栄

養化程度（葉緑素，藻類，大型水生植物の生育状況

や種の遷移）などの実態を調査する。

　第2段階：この調査から，飲用地表水指令で設定

された基準硝酸濃度（NO3としての濃度）である25

または50mg／L以上であるか，あるいはその危険

性の高い水系に水が流入する集水域全体をr硝酸塩

脆弱地帯＝Nitrate　vulnerable　zone」として，！993

年12月までに指定する。この硝酸塩脆弱地帯の指

定は，予見できなかった変化や要因を考慮しつつ，

4年ごとに改訂する。

　第3段階：硝酸塩脆弱地帯以外の地域の農業者に

対しては，自主的に履行できる適正農業規範（A

CodeofGoodAgricultura1Practice）を1993年12

月までに策定する。この規範には，少なくとも下記
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硝酸塩指令
　の採択
（1991／12／25）

国内法制化
　（1993／12）

硝酸塩脆弱

地帯の指定
（1993／12）

適正農業規範
の策定

（1993／12）

1992

第10条による

阿加盟国報告

97年12月 01年12月

行動計画 硝酸塩脆弱地帯 硝酸塩脆弱地帯

作成 の見直し の見直し

（1995／12）

第1次行動計画 第2次行動計画
施与上限N量 施与上限N量

210kg／ba 170㎏／ba
（1998／12） （2002／12）

水質監茎

1996 1997 2001 2005

1996 2000 2004

図1硝酸塩指令の実行のためのカレンダー（EurQpean　Commission，2002）

6項目に関連する内容を盛り込まれなければならな

い。すなわち，

　①農地に養分（植物生育を旺盛にさせるN化合物

もしくはN含有物質を意味し，化学肥料や家畜ふん

尿，水産物残渣，下水汚泥などを含む。以下同様）

を施与することを禁止する期間

　②急傾斜地への養分施与方法

　③水飽和，たん水状態，あるいは凍結・積雪状態

となっている土地への養分施与方法

　④水系近くの土地への養分施与条件

　⑤家畜ふん尿の貯留槽の容積や構造，さらに表面

流去水や，地下水への漏水，家畜ふん尿を含んだ液

体の表面流去，およびサイレージのような植物由来

物質からの排汁といったことによる水質汚濁を防

止するための対策

　⑥水系への養分損失を許容限度に維持するため

の化学肥料や家畜ふん尿の農地への施与量と，それ

らを均一に施与する方法

　第4段階：硝酸塩脆弱地帯の農業者に対しては，

地域の特性を考慮しっっ，上記の適正農業規範との

整合性を持たせて，養分施与を禁止する期問，家畜

ふん尿の貯留に必要な容積，農地への養分施与の制

限などを記載した行動計画（Action　Plan）を1995

年12月までに策定する。行動計画には，農地への

養分施与制限に伴い，家畜ふん尿由来Nの施与上限

量を段階的に減少することを明記する。すなわち，

硝酸塩指令は，放牧中に家畜が排泄して直接草地に

還元されるふん尿由来Nを含めて，農地へのふん尿

由来N施与上限量を1998年12月20目から210

kg／haとし，それを2002年12月20目までに170

kg／haまで削減し，最終的に2002年12月21日以降

は，170kg／haを超えてはならないと規定している。

ただし，これには例外が設けられている。牧草のよ

うにN吸収量が多く，栽培期間の長い作物について

は，ヨーロッパ委員会の承認を得ることで，170

kg／haを超えることが許される。

　第5段階：行動計画が有効に機能しているかどう

かを評価するため，水質の監視計画を策定する。そ

して，4年ごとに水質監視結果とともに，行動計画

を総括して必要な改訂をおこなう。

4．EU主要国における
　　ふん尿施与基準

　EU各国のふん尿に関わる法的拘束力のある施与

基準の多くは，上述した硝酸塩指令に基づいたもの

がほとんどである。すでに述べたように，この指令

においてEU各国に硝酸塩脆弱地帯には行動計画を，

それ以外の地域には適正農業規範の策定が義務づ

けられた。この行動計画や適正農業規範には，土

壌・水・大気を保全することを目的とした具体的な

ふん尿の施与基準が記載されている。以下に，各国

のふん尿に関わる施与基準を紹介する。

1）イギリス（イングランド）
　硝酸塩脆弱地帯（NVZ）における行動計画では，
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この地域に立地する農場でのN利用についての規

制が，Nの施与形態別に記載されている（表1）。

　家畜ふん尿に由来するNの施与上限量は，農場全

体として考えるか，個別の圃場で考えるかによって

異なっている。また，畑地へのふん尿由来N施与上

限量は，2002年12月19日から170kg／haに削減さ

れた地域と，2006年12月19目から170kg／haに削

減された地域が存在する。原資料には，付記として

家畜の排泄ふん尿由来N量が記載され，それに基づ

いて，施与上限量となる家畜（乳牛，豚，家禽，羊）

の飼養密度が記載されている。それによると，Nと

しての施与量250kg／haは，体重650kgの搾乳牛

の場合2．2頭／haに相当し，未経産雌豚（体重90～

130kg）なら19頭／haとなる。同様に，210kgN／ha

および170kg　N／haの場合は，体重650kgの搾乳

牛でそれぞれL8頭／haおよび1．5頭／血a，未経産雌

豚（体重90～130kg）ならそれぞれ16頭／haおよ

び13頭／haとなる。すなわち，Nの施与制限量は自

動的に家畜の頭数密度制限となっている。

　NVZ以外の農場については，土壌，水，大気に

関する適正農業規範によって規制されている。この

規範の化学肥料としてのN施与上限量は，NVZに

おける規制内容と同じである。しかし，家畜ふん尿

に由来する有機質肥料のN施与上限量は，放牧家畜

の排泄ふん尿を除いて，すべての農地で250kg／ha

となり，規制はNVZ行動計画のほうが厳しい。貯

留施設などについてはNVZの行動計画と適正農業

規範とは同じ内容である。

2）オランダ

　オランダでは1987年からふん尿の施与規制が開

始され，1990年代にその規制が強化された。1998

年にはミネラル収支制度（MINAS＝Minera1

表1　イングランドの硝酸塩脆弱地帯の農場における窒素施与に関する指針の概要（DEFRA，2002）

規制項目 窒素形態
耕地の種類

畑地 草地

窒素肥料刈（すべての土壌型に適用） 9月1目～2月1日 9月15日～2月1目

施与禁止期間 ふん尿由来有機質肥料＊2

　（砂質土＊3一およぴ土層が浅い土壌＊4に適用）

　　8月1目～11月1目

（秋播き作物が無い揚合）

　　　9月1日～11月1目

（秋播き作物を栽培する畑地も含む）

窒素肥料ホ1 作物要求量を超えないこと 作物要求量を超えないこと

窒素施与

限界量

ふん尿由来有機質肥料＊5

1）農場全体を平均した場合の限界量

　（放牧家畜の排泄ふん尿を含む）

2）圃場単位の限界量＊7

　（放牧家畜の排泄ふん尿を含めない）

170kg　N／ha零6

170　kg　N茄a

250kgNlha

250　kg　N出a

施与方法の
規制

L冠水あるいは湛水状態になっている土壌や土壌が凍結していたり，積雪状態の場合には，
質肥料を施与してはならない。

2，急傾斜地には，窒素肥料やふん尿由来有機質肥料を施与してはならない。

3，窒素肥料やふん尿由来有機質肥料は，均一にかつ正確に施与しなければならない。

4・水系を汚染するような方法で窒素肥料を施与してはならない。

5，水系から10m以内で，ふん尿由来有機質肥料を施与してはならない。

窒素肥料やふん尿由来有機

轟
華
置
弩

蒙

嚢

籍
嚢

ふん尿混合物（ス
ラリー）の貯留に

関する規制

L秋の施与禁止期問に施与できないふん尿量に見合った十分な貯留槽を確保しなければならない。

2．すべての新規の貯留槽，あるいは，実質的に貯留槽を再建または拡張する場合，すでに決められている規制条件曝8を

満たしたものでなければならない。

記録の保存
少なくとも，5年間の作物栽培状況，飼養家畜頭数，窒素肥料やふん尿由来有機質肥料の利用状況などの記録を農場に保

存しておかなければならない。

＊1：化学肥料の他に，ふん尿由来でない有機質肥料も含む

串2二ここでは，家畜ふん尿に由来する有機質肥料のうち，ふん尿混合物（スラリー），家禽ふん堆肥，液状消化汚泥を意味しており，いわゆ

る家畜ふん堆肥は含まない

＊3：40cmまでの土層が砂土，砂壌ニヒ，壌質砂土であり，40～80cmまでの土層が砂土，壌質砂土の土壌

＊4＝岩石などの上に40cm以下の土層しかもたない土壌

掌5；ここでは，すべての家畜ふん尿に由来する有機質肥料を意味している。

＊6：硝酸塩脆弱地帯の行動計画が施行されて4年後，すなわち1998年にNVZとして指定された地帯では2002年12月19目から，また，2002年に

指定された地帯では20G6年12月19日から，それぞれ170kgN／haへ削減。

＊7：家畜ふん尿由来有機質肥料に由来する有効態N量は，作物要求量をこえてはならない。

＊8：The　Contro監ofPollution（Silage，Sl肛ry　and　Agricultura且Fue10i且）Regulations　l991　（amen（1ed1997〉
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表2　オランダのMINASにおける課徴金
　　表3　オランダの窒素総施与基準量＊
（kg／ha／年，丁紅楓Dutch　Action　Programme，2005）

P205損失量 N損失量 施肥標準　2006　2007　　2008　　2009

年次　10k⑳a　lOk帥a40kg伍a40kg出a
　　　　未満　　　以上　　　未満　　　以上

草地（放牧あり）

1998～99　　　　1．13　　　　　4．54　　　　　　0．68　　　　　0．68

2000～Ol　　　　2．27　　　　　9．08　　　　　0．68　　　　　0．68

2002　　　　　　　9．00　　　　　9．00　　　　　1．15　　　　　2．30

2003～　　　　　ド9．00　　　　　9．00　　　　　　2．30　　　　　2．30

注：単位はkg当たりのユーロ

accounting　system）が導入された。これは，農場単

位でのNとリン（P）の投入量と，作物や家畜など

による農場からの持ち出し量の差を農場からの環

境への流出（これを損失量という）と考え，損失

量が一定以上になった場合に，その量に応じて課

徴金が農場から徴収されるという制度である。

1998年当初は家畜の飼養密度が2．5LU／ha（LU＝

家畜単位，1LU＝搾乳牛1頭，繁殖豚2頭に相当）

以上の農場がMINASの対象農場であった。しかし，

2001年からは実質的に全農場が対象となった。年

間のNとPの損失基準量と課徴金のこれまでの推

移は，表2のとおりである。

粘質土　　　　　　345

泥炭　　　　　　　265

砂質土　レス＊＊　　315

採草地

粘質土　　　　　　385

泥炭　　　　　　　300

砂質ニヒ　レス　　　355

トウモロコシ

粘質土　　　　　　　160

砂質土，レス　　　　160

食用バレイショ

粘質土　　　　　　250

砂質土，レス　　　265

秋播小麦

粘質土　　　　　　220

砂質土，レス　　　　160

テンサイ

粘質土　　　　　　150

砂質土，レス　　　　150

345　　　345　　　　　325　　　　　　310

290　　　290　　　　　265　　　　　　265

300　　　290　　　　275　　　　　　260

　マ
385　　　385　　　　365　　　　　　350

330　　　330　　　　　300　　　　　　300

355　　　350　　　　345　　　　　　340

160　　160　　　160　　　　160

155　　　155　　　　155　　　　　　150

275　　　275　　　　250　　　　　　250

265　250　未決定　　未決定

240　　　240　　　　220　　　　　　220

160　160　未決定　　未決定

165　　　165　　　　150　　　　　　150

150　145　未決定　　未決定

　しかし，オランダのこの制度を含む硝酸塩指令に

対する第1次行動計画は，EUの硝酸塩指令に違反

していると欧州裁判所が判決を下した。裁判所の判

断は，MINASそのものを違反とするのではなく，

このMNASが導入されたとしても，硝酸塩指令が

めざす水質汚濁防止を実現できないというもので

あった。すなわち，MINASでは単位面積当たりの

施与上限量が設定されていないこと，流出基準量以

上の損失があっても課徴金の支払いで農場は免責

されるため，硝酸塩指令が目指した面積当たりのN

上限施与量を事実上無視できるからである。さらに，

MINASの申告に関わる行政費用の負担が大きいと

いった問題点も出てきた。

　そこで，2006年からオランダでは施与量を基準と

する規制に変更することを決め，欧州委員会もそれ

を承認した。新制度の概要は以下のとおりで，施与

量はいずれも年間の量である。なお，硝酸塩指令に

基づく硝酸塩脆弱地帯は，オランダ全域を対象とし

て指定されている。

（1）ふん尿由来Nの施与上限量：ふん尿由来のN施

与上限量は硝酸塩指令にしたがい，年間170kg／ha

想化学肥料換算したふん尿由来Nと化学肥料Nの総和量

紳
；
氷
河
堆
積 物中の細かい物質が乾燥気候期に風で運ばれて再堆
積した土壌。中国では黄土ともいい，一般にシルト質の土壌。

とする。ただし，所有地の70％以上が草地である農

場は申請することによって250kg／haにできる。

（2）全施与N量の上限：ふん尿由来のN（化学肥料

換算を意識した有効化率から求めた有効態N）と化

学肥料からのN（全量を有効態Nとする）を合計し

た有効態N施与上限量が，土壌と作物の種類別に設

定されている（表3）。この上限量は2009年まで順

次減少する。ふん尿の有効化率は，たとえば，放牧

をおこなっている農場内で発生する牛ふん尿につ

いては，2007年までは35％，それ以降2009年まで

が45％，放牧をおこなっていない農場内で発生する

牛ふん尿，農場外から持ちこんだ牛スラリー（ふん

尿混合物のこと。液状きゅう肥ともいう），さらに

豚スラリーなどは，2006～2009年まですべて60％，

さらに粘質土の畑地において秋施与されるスラ

リーは2006年から2008年までに30，40，50％と有

効化率が上がる。ただし，畑地へのスラリーの秋施

与は2009年に禁止となる。

（3）リンの施与上限量：ふん尿と化学肥料からの

P205としての総施与上限量は，畑地と草地に対して

2005年から2015年まで表4のように設定されてい
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る。すなわち，草地では130kg／haから90kg／ha

まで，畑地でも115kg／haからδO　kg／haまで減少

する。ただし，この施与量では，リン固定力の強い

土壌やリンの肥沃度が劣った土壌では，作物の必要

量に対して不足する可能性がある。その場合は，農

業者の申請により，当面160kg／haとすることがで

きる。この場合に用いる資材は化学肥料に限定される。

（4）ふん尿の施与法に関する規制：オランダの適正

農業規範に基づき，新基準でも次のようなふん尿の

施与法に関わる規制がおこなわれる。

①施与の禁止期間＝砂質土やレス地帯でのふん尿施

与は，9月1目から1月31目まで禁止。粘質土や泥

炭土の草地に対するふん尿施与は，9・月15目から1

月31目まで禁止。泥炭土の畑地については，2006

年以降，9月16目から1月31日までスラリーの施

与が禁止。粘土質の畑地では，2005年12月から2006

年1月までスラリーの施与を禁止し，これ以降，毎

年半月ずつ禁止期間の開始を早め，2009年以降は9

月16目から禁止される。なお，粘土質と泥炭土の

畑地への堆肥（家畜ふん堆肥のことできゅう肥とも

いう。スラリーではない）の施与は，堆肥中の無機

態N含量が極めて少ないため，施与が許される。2

月1目以降であっても，凍結したり，積雪状態の土

壌にふん尿（堆肥は除外）を施与することは禁止さ

れる。

②ふん尿の貯留施設：2005年7月以降，畜産農場は

9月から2月までに生産されるふん尿を貯留するの

に十分な大きさの施設を設置しなければならない。

③水系付近での養分施与：水面より耕地が高い場所

にある場合（主に，砂質もしくはレスの土壌地帯），

あるいは，水系から5mまでの耕地へは，養分施与

が禁止。

④急傾斜地における養分施与：EU各国の規制に準

拠する，したがって，基本的に急傾斜地での養分施

与は禁止。

3）デンマーク
　デンマークでは硝酸塩指令が出される以前の

1987年から，耕地に対する輪作と施肥計画の提出が

義務づけられるようになっていた。その後も規制整

備が続けられ，硝酸塩指令が1991年に出された後

の1993年に環境規制がほぼ完成するに至った。デ

ンマークにおけるふん尿の施与量は，単位面積当た

りの家畜飼養頭羽数で規制されており，　rハーモ

ニールール＝Hamonisation　rule」と呼ばれている。

以下にデンマークにおけるふん尿に関する環境規

制の概要を示す。なお，デンマーク全域が，硝酸塩

指令に基づく硝酸塩脆弱地帯に指定されている。

（1）家畜単位（LU＝Livestock　unit）：1LUは家畜

からのN排出量が年間100kgに相当する単位であ

る。1LUに相当する頭数は表5のとおりである。

（2）ふん尿由来Nの施与上限量：原則として，8月1

目から7月31目の1年間に，ha当たりに施与でき

るふん尿は1．4LU相当量である。この原則には次

の例外が認められている。すなわち，①牛，羊，山

羊を飼養する農場では，飼養家畜のふん尿を1．7

LU／haまで施与できる。②全飼養家畜のLUのうち，

少なくとも2／3のLUが牛である農場で，テンサイ，

牧草，および飼料作物の栽培がふん尿処理面積の

70％以上を占める場合は，2．3LU／haまで施与でき

る。なお，2004年8月1目までは，全飼養家畜のう

ち，少なくとも2／3のLUが家禽，毛皮動物あるい

はこの両者の組み合わせからなる農場では、ふん尿

施与量をL7LU／haまですることが例外的に認めら

れていた。

表5デンマークの1家畜単位（LU）に
　　　　相当する頭羽数

家　畜 頭羽数ノLU

ホルスタイン種泌乳牛

ジャージ種泌乳牛

雄牛（体重450kgまで）

離乳までの子付き繁殖雌豚
肥育豚（30～100kg程度）

採卵鶏

アヒノレ

0．85
1。0

2。9

4．3

36

170

900

表4オランダのリン酸総施与基準量　（kg　P205／ha／年，Third　Dutch　Action　Programme，2005）

2005　　　　　　　2006 2007　　　　　2008　　　 2009　　　2010　　　2011　　　2012　　　2013　　　2014　　　2015

草地130（110）　　110　　　105　　100
畑地115（85）　95（85）　90（85）　85

95　　　　　95　　　　　95　　　　　95　　　　　95　　　　　95　　　　　90

80　　　　　75　　　　　70　　　　　70　　　　　65　　　　　65　　　　　60

表中の（）内は，ふん尿由来P205施与量を示し，総施与量の内数である。



｛

華

松中：EU主要国における耕地への家畜ふん尿施与に関する規制の概要 665

（3〉ふん尿の施与法に関する規制

①施与の禁止期間：作物の収穫から2月1目まで，

スラリー施与は原則的に禁止。ただし，収穫から10

月1目までの期間，草地や秋播き菜種圃場には例外

的に施与が認められる。また，採種用草地でのスラ『

リー施与は，収穫から10月15目まで認められる。

堆肥については，収穫から10月20日までの間，秋

播き作物の作付け予定圃場では施与してもよい。．

②すき込み：スラリーおよび堆肥のいずれも，作物

が作付けされていない圃場に施与する場合，なるべ

く早く，少なくとも6時間以内にすき込まなければ

ならない。

③ふん尿の貯留施設1少なくとも6ヵ月のふん尿排

泄量を貯留できる容量が必要で，9ヵ月以上の貯留

能力があれば十分である。夏期問，放牧を実施する

農場では，7ヵ月分の貯留能力で十分である。

④施与機械：2QO3年8月1目以降，スラリーの施与

は帯状静置法（トレイリング・ホーズなど），注入

法（インジェクションなど）といった方法で施与し

なければならない。スラリーの表面飛散法（スプ

ラッシュ・プレートなど）は禁止。スラリー，ある

いは希釈したスラリーを肥培かんがいとして用い

ることも禁止。

⑤水系付近での養分施与：ふん尿の貯留槽は水系

（排水路を含む小川，湖）から少なくとも15m離

して設置する。共同の集水施設からは50m離し，

個別集水施設からは25m離すようにする。

⑥表面流去対策1スラリーやふん尿溜，サイレージ

からの漏液などが漏れ出さないようにしなければ

ならない。固形分30％以上を含む好気発酵させた堆

肥は，覆いをかけ，地下水や表面流去によって地表

水に影響を与えないようにすれば，野積みしてもよ

い。

4）ドイツ
　ドイツでは1977年に肥料法が制定され，その後

1996年には家畜ふん尿に関する連邦法が制定され，

硝酸塩指令に基づく適正農業規範も定められた。ま

た，この時点で，ドイツ全域が硝酸塩脆弱地帯に指

定された。肥料法は1999年に改訂され，これが現

時点での肥料（有機質肥料も含む）に関する法的規

制の根拠になっている。以下にドイツのふん尿に関

わる環境規制の概要を示す。

（1）ふん尿由来Nの施与上限量：農場全体としての

平均で170kg／haを上限とする。収穫後のN施与は，

作物によるN要求がある場合に限定して許される。

ただし，その施与N量は80kg／haを超えてはなら

ない。

（2）リンと、カリウムの施与上限量：土壌診断によっ

て，土壌中のPおよびカリウム（K）含量が多いと

判定された圃場では，作付け予定作物のPおよびK

吸収量以上にふん尿由来のPやKを施与してはな
らない。

（3）ふん尿の施与法に関する規制

　ふん尿の施与法は適正農業規範に基づいて，次の

ような規制が実施されている。

①施与の禁止期間：11月15目から1月15日まで
の期間は，ふん尿の施与禁止。これ以外の時期でも，

土壌が積雪状態にあるか，凍結している場合には，

ふん尿の施与禁止。

②ふん尿の貯留施設：少なくとも6ヵ月間に家畜

から排泄されるふん尿量を貯留するに十分な施設

が必要。

③水系付近での養分施与：有機質肥料は地表水への

表面流去が発生しないように施与しなければなら

ない。急傾斜地でのふん尿施与は禁止。

④施与方法1ふん尿施与後のアンモニア揮散を景小

限にするため，ふん尿は土壌表面に近いところで施

与（たとえば，トレイリング・ホーズなどを用いた

帯状静置法で施与）し，作物を栽培していない耕地

に施与する場合は，施与後速やかに土壌と混和しな

ければならない。

⑤土壌診断：養分の施与は，土壌に含有されている

養分を考慮し，圃場毎に必要な養分量を計算して実

施する。とくに，5haを超える圃場については，N，

P，K，マグネシウム（Mg），およびイオウ（S）に

ついて土壌診断をおこない，それらの養分量を把握

しておく必要がある。この場合，各圃場に対する必

要な養分施与量は，ふん尿中の養分含量を含め，同

時に，潜在的なN損失なども考慮しておかなければ

ならない。

⑥ふん尿施与の記録と保存：所有地が10haを超え

る農場，あるいは，1haを超える園芸農場について

は，短期間における土壌やふん尿の養分量を記録す

るだけでなく，長期間の圃場における養・分収支

（ファームゲートバランス）を記録し，少なくとも

9年間，保存しておかなけれぱならない。
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5）フランス

　農業由来の環境汚染に対するフランスの基本的

な方針は，r規制と経済支援」という原則に基づい

ている。すなわち，環境規制を実行すると同時に，

規制遵守に対しては補助金，規制違反には罰金，ま

た，規制遵守に必要な資金には援助といったことを

有機的に組み合わせている（農業由来汚染の規制プ

ログラム＝PMPOA）。農業における規制の対象は，

家畜ふん尿由来Nによる地下水あるいは地表水汚

染防止対策で，大気や土壌への対策は現時点では十

分ではない。農業における環境規制は，次の3つの

主要な法律で実施されている。

①指定施設に関する法律（Law　ofclassi挽d

installations，1976年）：事業の種類を問わず，環境

に影響をおよぼすと考えられる事業は，地方自治体

へ届けでる必要がある。畜産については，家畜ふん

尿の圃場施与可能期間，ふん尿貯留施設の最小容量，

N施与量の上限が規制されている。

②水管理法（WaterAct，1964年成立，1992年改正）：

この法律では，水は国民的な世襲財産であり，水の

有効利用ばかりでなく，自然環境の保全に対しても

総合的な対策を必要とすることが明記されている。

これを実現するために，6つの流域に水管理庁
（Water　Agencies）が設置されている。この水管理

庁は水資源の品質維持が目的である。その経済的負

担は，水質汚濁を引き起こした者によっておこなわ

れる。

③硝酸塩指令の遵守（行動計画）：1994年5月に適

正農業規範を制定し，この時点では硝酸塩脆弱地帯

の農業者に対しては遵守義務を，それ以外の地域の

農業者には自発的な遵守を求めた。しかし，2001

年1月には，農場が硝酸塩脆弱地帯にあるかどうか

にかかわらず，すべての農場が適正農業規範の遵守

義務を負うこととなった。フランスにおける硝酸塩

脆弱地帯の割合は全域の48％である。このうち，畜

産が主要な産業であるため飼養家畜頭数が多く，現

時点ですでにふん尿由来Nが過剰となる地域（ZES）

が76カ所指定されている。このうち，71カ所はフ

ランス西北部のブルターニュ地方にあり，ZESに指

定された総面積の70％に達する。

　以下にフランスのふん尿に関わる環境規制の概

要を示す。

（1）ふん尿由来Nの施与上限量：2003年以降，硝

酸塩指令に基づき年間170kg／h駄を施与上限量とし

ている。地域によってはさらに上限量が少なく設定

されている。

（2）ZES地域におけるふん尿由来Nについての特

別規制：ブルターニュ地方のようなZES地域では，

ふん尿由来N施与量として170kg／haを超える場合，

過剰分のふん尿をZES地域から他の地域にふん尿

を移転すること，さらに圃場に施与するに先立って

ふん尿中N含有率を低下させる処理を実施するよ

うに要請されている。1998年にはこの要請対象とな

る農場への規制が強化され，この農場からのふん尿

由来Nの排出上限量を15，000kgとすることが義務

づけられた。ふん尿由来N施与上限量が170kg／ha

であるから，上記の排出上限量を圃場還元するには，

少なくとも88haの農地を所有しなければならない

ことになる。

（3）ふん尿の施与法に関する規制

　フランスの適正農業規範では，次のようなふん尿

の施与法に関わる規制を規定している。

①施与の禁止期間：ふん尿の種類や施与対象作物

によって，禁止期問が異なる。堆肥は，春播き作物

圃場に対してだけ，7月1目から8月31目まで施与

禁止。スラリーは，畑地には11月1目からユ月15

目まで，草地に対しては7月1目から1月15目ま

で施与禁止。年問を通じ，土曜目，目曜目，そして

祭目のふん尿施与は禁止。

②ふん尿の貯留施設：少なくとも4ヵ月間に飼養家

畜が排出するふん尿を貯留するに十分な貯留槽が

必要。貯留槽の容量については地域によって異なり，

ブルターニュでは6ヵ月分の容量，モルビハン地方

では9ヵ月分の容量が要求されている。

③水系付近での養分施与二河川，井戸，水源などか

らは一定の距離内でふん尿施与が禁止される。

④ふん尿施与の記録と保存：各農場では，飼養家畜

によって排出されるふん尿量を記帳し，保管するこ

とが義務づけられている。また，各農場は圃場への

ふん尿施与計画書を作成し，それを市町村に提出す

る義務がある。必要に応じて市町村による立ち入り

検査がおこなわれる。
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表6　EU主要5力国のふん尿規制の概略

規制項目 対象 イギリス オランダ　　デンマーク ドイツ フフン〆ス

ふん尿由来N施与　　　草地　　　　250kglha

　上限量　　　　　畑地　　　　170kglha
170k帥a＊1　140k帥a＊2　170k帥a＊3 170kσha＊4

ふん尿＊5の施与
　　　　　　　草地　　　　　　09／01～11／01
　禁止
　期間　　　　　畑地　　　08／01～11／01

最長期間で　原則＝収穫後～
09／01～Ol／31＊6　02／01＊7

スラリー107／01～01／15
11／15～01／15　一口隅属一一－巳巳一一｝“需－－－－一一巳一

スラリー＝11／01～01／15＊8

施与方法　　水系との距離　10m以内禁止　　5m以内禁止　　15m以内禁止　表面流去防止 表面流去防止

貯留槽 容量　　　禁止期間相当＊9　　6ケ月間分　　6～9ケ月間分 6ケ月 原則＝4ケ，月＊10

＊1＝所有地の70％以上が草地の場合，250kglhaが認められる。P205にっいても，上限量が設定されている。

＊2：牛飼養農場特例＝170kg／ha，テンサイ・牧草・飼料作物作付け割合が70％以上の農場特例＝230kg／ha

＊3：PおよぴKにっいては，土壌診断に基づいて上限量設定。

＊41家畜の飼養密度が大きいため，すでにN過剰となっている地域では，さらに厳しい規制がかけられている。

＊5二対象となるふん尿はふん尿混合物（スラリー）が多く，いわゆる堆肥は禁止期間が設けられない場合もある。

＊61土壌の種類や作付け作物などの条件によって変化する。

＊7；ふん尿の種類と作付け作物によって異なる。

＊8：春播き作物への堆肥について，07／01～08／31の禁止期間あり。

＊9：施与禁止期間に排泄されるふん尿量を貯留するに十分な容量。

＊LO：N過剰地域などでは6～9ケ月。

6）まとめ
　これまでEU内主要5力国のふん尿の施与規制に

ついて述ぺた。その概要を一覧表としてまとめた

（表6）。いずれの国も，硝酸塩指令に基づいて行

動計画や適正農業規範を作成しているので，ほぼ類

似項目でふん尿の施与規制が設けられている。しか

し，具体的な施与基準は，各国の事情を色濃く反映

するため，微妙な違いがある。表6は概要のみを記

載しているので，詳細は本文を参照してほしい。

5．おわりに

　寳示戸ら（2003）は，わが国の各都道府県別の家

畜飼養頭数と耕地面積から，ふん尿由来N負荷量を

求めた。その結果，ふん尿由来N負荷量の全国平均

は，EUの規制値170kg／haをすでに超えた202kg／ha

であり，北海道を除く都府県だけの平均では
225kg／haにも達していた。とりわけ，宮崎・鹿児島

ではふん尿由来N負荷量が，じつに700kg／haを超

え，群馬・沖縄では400kg／haを，さらに愛知・香

川・長崎・徳島・神奈川では300kg／haを超えてし

まっている。このほか，岩手・千葉・岐阜・兵庫の

各県でもふん尿由来N負荷量は250kg／haを超えて

いる。上記の県を合計すると，47都道府県のうちの

13県になる。したがって，わが国の地下水は例外的

な県を除き，もはや危機的状況にある。事実，宮崎

県の都城地域では，家畜ふん尿に起因すると思われ

る地下水の汚濁が進み，地下水の硝酸態窒素

（NO3－N）濃度が飲用基準（10mg／L）を超えてい

るところが調査741例中13％に達したことが報告

されている（Sugimoto　and　Hirata，2006）。

　現在のr家畜排せっ物法」は，耕地に施与される

ふん尿の施与量に規制を設けていない。したがって，

多量施与されたふん尿に由来する環境汚染を法的

に防ぐことはできない。わが国で畜産を環境汚染源

とさせないためには，EUにならってふん尿由来N

施与上限量を早急に規制対象とするべきである。N

施与上限量が規制対象となることは，自動的に飼養

密度に歯止めがかかり，養分循環型畜産を取り戻す

端緒となることを意味している。
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肥料原料高騰止まらず
　　　　　　　　　　　　　　　中国・

　化成肥料原料の価格高騰に歯止めがかからない。

世界的に農家の生産意欲が高く，肥料需要を押し上

げているためだ。今年に入り，バイオエタノール燃

料の需要増に対する期待が農家の意欲をさらに刺

激，肥料需要を一段と高めた。2007年肥料年度（7

月～08年6月〉に向けたJA全農と肥料メーカーの価

格交渉は始まったが，全農は「マイナス要因ばかり

で，厳しい交渉になる」と予想する。

　価格の上昇は肥料の3大要素（窒素，リン酸，カ

リ）すべてに広がる。中でもリン酸は今年に入って

から最も上伸した。全農によると，原料となるリン

酸アンモニウム（リン安）の国際価格は03年初めか

ら06年末までに1．7倍上がり，今年に入って劇的

に上昇。3月末時点で03年1月比2．8倍の水準で推

移し，史上最高値を大幅に更新している状態が続く。

　バイオ燃料刺激材料に

　窒素肥料原料の一つ，尿素も昨年10月から急伸。

わずか4カ月でL4倍になった。カリも同様だ。主

要輸出国であるカナダの業者，カンポテックスの目

本法人によると，1～3月分の米国，カナダ国内向け

は例年より10％以上高。ブラジル向けは20％以上

高い。

　肥料原料の高騰に歯止めがかからないのは，中国，

インドなどが肥料や原料の大量買い付けを続け，需

給が逼迫したためだ。特に中国は1回の購入で日本

の2倍以上の量を買うなど，原料供給業者からすれ

ば「最大のお得意様」（大手商社）になっている。

インドで需要増
　これに北米各地の肥料の品薄傾向も重なった。今

年は米国内でバイオエタノール燃料の増産を政府

が提唱。原料になるトウモロコシの増産意欲が農家

の間で高く，肥料を例年より多く購入する動きが広

がった。

　一方，原料の供給はますます厳しい。原料になる

石油の国際価格の高止まり傾向に加え，鉱石などの

輸出制限や供給業者の寡占化が広がり，供給量が増

えにくい状態だ。

　国産業者も対応に苦慮

　今後，肥料原料の国際価格はさらに値上がりする

見込み。中国の買い付け量が今後もrなお増える」

という見方が肥料業界で強いためだ。インドにも

「現在の中国並みの大量買いをする」という予想が

出ている。

　さらに，バイオエタノール燃料需要増を当て込み

ヤシ油の生産も増加。主要生産国のインドネシア，

マレーシアの肥料需要も日本を上回るなど，新しい

値上げ要因が発生している。

　業界団体の目本肥料アンモニア協会はr国内の

メーカー系列を超えた業界再編などでコスト削減

に取り組んでいるが，状況は厳しい」と指摘する。

原料買い付けに当たる大手商社もr世界は今の肥料

原料高騰でも割高感を感じていない。目本の肥料

メーカーには不利な条件がそろっている」と逆風を

実感する。
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