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L はじめに

飼料を全て輸入した場合の畜産と自給飼料生産を行う畜産

の環境影響を比較，試算することで自給飼料生産の有効性を

環境影響の観点から検討した。その際，単に飼料生産と畜産

だけではなく，ある地域内の畜産一耕種農業系を対象とし，農

業全体として捉えていくことが重要である。本報では，自給

飼料生産を行っている地域をモデルとして選定し，様々なシ

ナリオを想定し現状の生産体系と比較した。シナリオでは，

飼料イネ生産を取り上げた。

環境影響を評価する方法は， LCA， EF， MFA等多種ある

が，本報では，世界標準とな っている LCA手法を用い， LCI 

によってミッドポイン トでの環境影響を計算した。

また，畜産一耕種農業系における物質循環と環境負荷との

関係についても，窒素に着目し，系内の窒素循環量と環境負

荷量との関係をシナ リオにより検討した。

2. 畜産一耕種農業系の循環について

畜産を一つのコンパート メント，耕種農業をもう一つのコ

ンパー トメン トとした単純な系を図 lのように想定する。地

域内の畜産の空間的な広がりは考えないで， 個々の畜産農家

は，畜産生産としてまとめ，耕種農業も同様に，ひとつの生

産として考える。畜産農家において飼料作等の土地を利用し

た生産部分は，耕種農業の生産に組み込むと想定する。すな

わち，家畜の飼養管理，ふん原処理は畜産の コンパー トメ ン

トに，飼料作を含む，土地を使用した耕種生産は耕種農業の

コンパート メントに分けるとした。各生産には境界外から物

質，エネルギーが各コンパート メントに入り，生産，廃棄物

が境界外へ出る。 2つのコンバートメ ント間でやり取りがあ

る場合は，対象系(地域)で循環があるとみなせる。何の循

環であるか7，二酸化炭素と酸素のやり取りは当然考えられ
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るが，ここでは窒素を対象物質とした。ちなみに LCAでは，

カーボンニュー 卜ラルの考え方があるので，動植物の呼吸に

よる二酸化炭素の排出は考慮されない。畜産側か ら耕種農業

側に行く物としては堆肥であり，逆方向は餌あるいは敷料や

副資材である。

図 2は中小家畜のみを見た場合で、ある。この場合，循環は

成立しなし、。図3は食品製造の副産物を餌として利用した場

合を示したものである。畜産のコンパートメントには中小，

大家畜も含むものとする。畜産と耕種農業の間，畜産一耕種農

:-::1-一 境界 |--i 
l 厄記二三|耕種農業 |

:_-+-ーーーーー-t----:
図 L 畜産と耕種農業の循環の模式図.

: I中22畜|一|日農業

図 2. 中小家畜の場合の模式図.
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業ー食品製造聞の 2種類の循環がある。

上記の模式的な例からも分かるように，一口に循環と言っ

ても，対象系の捉える範囲や，場合によ って様々な循環の形

態が分類できると思われる。ただ言える事は，循環を成立さ

せるには，耕種農業から畜産に物質が流れなければならない

と言う事である。それらは，我が国の場合，餌あるいは敷料，

副資材である。多く は大家畜生産で循環が成立し，中小家畜

生産では，見られなし、。このことを考慮すれば， 中小家畜の

飼料を圏内で生産することは，循環という意味において，重

要である。

3. シナリオと LCA計算

(1) 対象地域

栃木県 N市を対象地域とし，統計データは農林水産省

(2007)の市町村別統計データ「わがマチ ・わがムラ 市町村

の姿一」を用いた。この地域は，酪農が盛んで，乳牛 21，900

頭，肉牛 7，270頭，採卵鶏 491，000羽が飼養されている。耕地

面積は 10，471haで，水田は 4，510ha，飼料作の作付面積は，

4，010 haであ った。この内訳は，牧草(イタリアン)が 2，350

ha，青刈りトウモロコシが 1，520ha，ソルゴーが 65ha，青刈

りえん麦が 75haであ った。作物の作付面積を表 lに示す。

←十-~ご三!日農業 I~

¥/ 

図 3. 2つの循環の形態.

なお飼料イネは， 3.64 ha作付けされていた。

(2) シナリオ

環境負荷の観点から自給伺料の特徴を検討するために，

下の 5つのシナリオを想定した。

以

① 現状で生産される自給飼料を使用(対照区)・敷料は系

内の稲わらを使用。

② 問料を全て輸入.敷料は系内の稲わらを使用。

この場合，飼料作付面積は 0とした。

③ 現状で生産される自給飼料を使用+系内の稲わらを肉牛

の粗飼料として給与・敷料は系内の稲わらを使用。

④ 飼料イネの作付面積を現状の 2倍 (7.2ha)，乾乳牛に給

与。

⑤ 飼料イネの作付面積を現状の 10倍 (36ha)，乾乳牛に給

与。

問料イネの収量は原物で 1.8t!10aとし， ロスを 25%と想

定した。上記統計資料からの乳牛の頭数の1/6を乾乳牛の頭

数とし，飼料イネを稲発酵粗飼料として給与した場合は，そ

の分の輸入飼料を減らすものとした。乾乳牛の l日の飼料設

計を表 2，3に示す。稲発酵組飼料を 1日当たり 8kg給与す

るものとした。シナリオ④の場合は，乾乳牛の約 1% (約 33

頭)に稲発酵粗飼料を給与することになる。シナリオ⑤の場

合は，乾乳牛の約 4.6%(約 168頭)分となった。

(3) モデルと計算

計算に使用したモデルの詳細は，平成 18年度ふん尿処理

利用研究会「畜産における環境影響評価とその利活用JI畜

産ー耕種農業系を対象とした物質収支と環境影響評価プログ

ラムJ(池口 2006)に記載した。当モデルは，特に畜産と耕種

農業を対象に N，P，Kの収支と大気汚染に関する LCI計算が

行える。耕種農業における生産段階(農薬，機械使用等を含

む)，輸入飼料の米国における生産，日本への輸送における部

分も含めた。家畜飼養時に消費するエネルギーによる負荷，

ふん尿処理，堆肥の輸送を含む計算を行った。堆肥輸送距離

は対象地域面積と等価な円の半径とした。施設設備の建設，

製造は計算対象外とした。計算の境界を図 4に示す。

大家畜の飼料は，各シナリオにおける問料から飼料設計プ

ログラムを使用し，事前に設計を行った。

表 1. 対象地域(栃木県 N市)の作物と作付け面積率.

(ha) 

水稲 4510 青刈りえん麦 75 なす 11 

陸稲 3 だいこん 89 トマト 12 

小麦 20 にんじん 7 ピーマン

二条麦 450 馬鈴薯 34 りんご 13 

六条麦 176 さといも 29 ぶどう 3 

大豆 716 はくさい 17 日本なし 5 

小豆 39 キャベツ 16 すもも

らつかせい ほうれんそう 116 うめ 11 

甘藷 7 レタス 2 かき 11 

そば 38 ねぎ 20 くり 11 

青刈りとうもろこし 1520 たまねぎ 3 キウイフ Jレーツ 8 

ソJレゴー 65 きゅうり 16 牧草 2350 

'農林水産省の市町村別統計データ「わがマチ ・わがムラー市町村の姿一」より.
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表 2. 現状の乾乳牛 l日当りの給与飼料の設定.

給与飼料

チモシー ・l番草 ・開花期

原物 (kg)

7.2 

0.72 

0.24 

0.24 

0.128 

0.032 

0.032 

0.064 

0.096 

0.024 

0.024 

トウモロコシ

大麦

大豆粕

フスマ

コー ングノレテ ンフィ ード

コー ングルテンミ ール (CP60%) 

ビート パルプ

アルフアルフ ァへイキューブ(普通品)

第二 リン酸カルシウム

炭酸カルシウム

表 3. 稲発酵粗飼料給与の乾乳牛 l日当りの給与飼料の設定.

給与飼料 原物 (kg)

8.0 

3.6 

0.72 

0.2 

0.2 

0.128 

0.032 

0.032 

0.064 

0.096 

0.024 

0.024 

稲発酵粗飼料

チモシー ・l番草 ・開花期

トウモロコシ

ん
回

世
玄
乍

麦

豆
大

大

フスマ

コー ングノレテ ンフィ ー ド

コー ングルテンミ ール (CP60%) 

ビート パルプ

アルフアルファへイキューブ (普通品)

第二 リン酸カルシ ウム

炭酸カルシウム

r-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

耕 種 農 業

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園田システム境界

図 4. システム境界.

圃場への施肥は栃木県の施肥基準に基づき，窒素量を制限

要因として計算した。

4. 飼料イネ生産の環境影響評価

現状のシナリオ ①，全飼料輸入のシナリオ②，現状と系内

の稲わらを肉用牛に給与した シナ リオ ③，問料イネの作付け

面積を現状の 2倍のシナリオ④，嗣料イネの作付け面積を現

状の 10倍にしたシナリオ ⑤の各環境影響の比較をシナリオ

① を 100とした場合の割合として図 5に示す。すべての環境

影響において，シナ リオ ②の場合，負荷が大きいと計算され

たが， その差は， いちばん大きくとも，温暖化で約 8.4%で

あった。シナ リオ ②の全飼料輸入で負荷が大きい理由は，シ

ナリオ間で海外から日本への飼料輸送による負荷が大きいた

めであ った。これを図 6に示す。自給飼料生産量を増加させ，
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図 5. 各シナリ オの環境影響の比較.

シナリオ①(現状)を 100としたときの割合.
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図 6. 各シナリオにおける温暖化負荷の比較.

輸入飼料を減少させることによって，環境負荷の低減が可能

であると考えられる。

肉用牛に稲わらを給与した場合のシナリオ③では温暖化

負荷において 1%の軽減が認められた。他の酸性化，富栄養

化のインパク トカテゴリ ーにおいては，シナリオ①，③，④，

⑤間で大きな差はなかった。

過去の研究においても，近藤ら (2006) は輸入飼料による

環境への負荷が大きい事を報告した。また，荻野ら (2007)

は飼料イネを利用した酪農と慣行とを比較し，飼料イネ生産

が慣行よりも約 1.4%温暖化負荷が大きいことを報告 した。

171 

表 4. シナリ オ①(現状)における温暖化負荷の内訳.

プロセス CO2換算量の全体に対する割合 (%)

48.1 

19.8 

2.9 

29.2 

0.0 

耕種

輸入餌

自給餌

畜舎 ・ふん尿処理

堆肥運搬

これらから本報の試算結果は妥当であると考えられた。

シナリオ①(現状)における温暖化負荷の内訳を表 4に示

す。畜産，耕種農業はほぼ半々の割合で，全体の 48%が耕種

農業から，残りの 52%が畜産側であった。さらに畜産の内訳

を見ると，畜舎管理(畜体からの発生も含む)・ふん尿処理の

プロセスが全体の 29%と最も多く，ついで輸入伺料が 20%，

自給伺料は 3%と試算された。畜産の内訳では，やはりふん

尿処理の割合が大きいと試算された。

飼料イネ生産において温暖化負荷が大きくなる要因として

は，水田からのメタン発生，栽培，収穫，調製等の機械の使

用が上げられる。これらの負荷量と稲発酵粗飼料給与により

輸入飼料の減量がもたらす負荷量の低減分とでは，本計算条

件では，稲発酵組飼料給与の負荷量のほうが大きくな ったた

め，自給飼料である飼料イネ生産の負荷のほうが大きく計算

された。反収が現行よりも多くなれば，稲発酵粗飼料給与に

より輸入飼料の減量がもたらす負荷量の減少分のほうが大き

くなり，環境影響として飼料イネ生産が優位となると推察さ

れる。どれほどの反収であれば優位になるかは，稲発酵粗飼

料を給与する牛が泌乳牛か乾乳牛なのか，肉牛なのかで異な

り，また餌の設計にもよるものと恩われる。温暖化影響にお

いては，環境影響という観点から自給飼料生産としての優位

性が発揮できるような反収，収穫ロスの目標値の提言が必要

であると思われる。同様に，環境負荷の観点から目標とする

自給飼料の給与量の提言も今後試算して行きたいと考えてい

る。

5. 窒素循環と環境負荷

資源循環型という用語は様々なところで見かけるが，資源

が循環することによって環境負荷が減少するか否かは場合に

より異なってくるものと考えられる。なぜなら物を循環させ

るには駆動力が必要であるからである。ここでは，窒素に着

目して，余剰堆肥中窒素量，前述2節の捉え方で上記5つの

シナリオの系内での窒素循環と環境負荷として温暖化負荷と

の関係について言及する。

大気への負荷は悪臭を除けばリアルタイムで地域に問題を

及ぼさないが，現実として余剰堆肥それ自体が地域内で最も

大きな問題の一つで・ある。また，地下水等の水質汚染もその

一つで・あろう。本シナリオでは栃木県の胞肥基準に従い，飼

料畑に堆肥を投入すると想定しているため，シナリオ②で

は飼料畑の面積は ohaとなり，現状の余剰堆肥中窒素量の

約 1.3倍の量が余剰と試算された。逆に堆肥投入の面積が多

くなるシナリオ⑤では，現状と比較し，約 1%少なく試算さ

れた。これらを図 7に示す。
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図 7. 各シナ リオにおける余剰l堆肥中窒素量の比較.

現状を 100としたときの割合.

現状 全輸入 稲わら給与 WCS 2倍 WCS 10惜
シナリ方① シナ リオ② シナリオ③ ンナリオ@ シナリオ⑤

シナリオ

図 8. 各シナリオにおける循環窒素量の比較.

現状を 100としたときの割合

図 8にシナリオ①を 100とした場合の各シナリオの窒素

循環量を示す。シナリオ②は全飼料が輸入であり，自給飼料

作物の作付け面積を Oと想定したため，圃場への堆肥投入量

が他シナ リオよ りも少なくかっ，畜産側への餌の流れがない

ことにより，現状と比較し，約 19% と最も循環量が少なく

なった。一方，循環量が最も多くなったシナリオは，③の稲

わら給与であった。現状と比較し.3.5%ほと大きい。問料イ

ネ生産のシナリオは，シナリオ ⑤で現状と比較し，約 2%循

環量が大きいと試算された。

次に，温暖化負荷と窒素循環量の関係を図 9に示す。5つ

のシナリオのみのプロットであるが，循環窒素量と温暖化負

荷量は，負の比例関係が認められた。本シナリオの条件では，

系内で物が循環すれば，環境負荷は少なくなる傾向があると

考えれる。しかし，図 9の右下のプロッ卜が密集した部分を

拡大すると，必ずしも窒素の循環量が多いシナリが負荷量も

多いという訳ではなかった(図 10)。シナ リオ ⑤は現状のシ
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図 9. 循環窒素量と温暖化負荷との関係.
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図 10. シナリオ④，⑤の循震窒素量と温暖化負荷の

関係.

図9の右下プロ y 卜の拡大

ナリオ①，飼料イネ作付け面積が現状の 2倍というシナリオ

④よりも循環窒素量は多いにも関わらず，温暖化負荷量はわ

ずかながらでも多くなった。条件によっては，窒素循環量と

温暖化負荷量の関係が正の比例関係にある場合も考えられる

ので，さらに試算例を蓄積していき，検討する必要がある。

5. おわりに

環境負荷の観点から，対象系内の循環や全輸入問料と自給

飼料との比較を検討した。一般に言われているように，自給

問料作の面積を増加させて，そこに堆肥を投入することで環

境負荷は，問料を輸入する場合よりも小さくなると試算され

た。一方，系の取り方や循環する物質によ っては，系内の循

環量が増加したからと言って，環境負荷が軽減されない場合

もあることを示唆した。循環と環境負荷の関係については，

今後検討していく必要がある。



池口:LCAを用いた自給飼料生産の環境影響評価 173 

引用文献

池口厚男 (2006)畜産ー耕種農業系を対象とした物質収支と環境影響

評価プログラム，平成 18年度家畜ふん尿処理利用研究会，畜産

における環境影響評価とその利活用， 76-84 

近藤恒夫 ・築城幹典 ・村元隆行 ・東山雅一 (2006)地域自給飼料を活

用した日本短角種の生産は地球温暖化負荷が低い.畜産草地成

果情報， No5， 161-162 

農林水産省 (2007)わがマチ ・わがムラ一市町村の姿ー，統計部，東

京， http://www.toukei.ma任gO.jpjshityosonj[2007年 3月5

日参照]

荻野暁史 ・石田元彦 ・石川哲也 ・池口厚男 ・田中康男 ・和木美代

子 ・横山 浩 ・広岡博之 (2007)飼料イネを利用した酪農の

LCA評価. 第 2回LCA学会研究発表会講演要旨集，64-65 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

