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研究ノート

農林水産政策研究第 23号 (2014.12):23-50 

メタン発酵による消化液の液肥利用に関する多角的評価

一中国江蘇省金壇市を事例としてー.(1)

園井大輔・高橋義文*・林 岳・田中宗浩**

要 旨

本稿では，中国江蘇省金壇市の養豚場における家畜ふん尿のメタン発酵とそこから発生する消化

液の液肥利用について，資源・環境・経済という多角的な側面から評価を行った。具体的には， (1) 

消化液供給量から見た液肥の供給可能性の評価， (2) メタン発酵・液肥利用による温暖化緩和効

果の評価， (3)経済的視点からの取組の持続可能性評価， という 3つの側面からの評価である。

分析の結果， (1)では，金壇市の 6つの大規模養豚場でメタン発酵により排出される消化液は，

養豚場から半径2，300m以内で、すべて使い切ることが可能で、あった。また，養豚場の規模や立地条

件により，パイプラインによる散布可能面積が大きく異なることが示された。 (2)，(3)では，

(1)の 6つの養豚場のうち最も規模の大きいA養豚場に注目した。 (2)ではメタン発酵槽導入に

よる温室効果ガスの削減量は， lO，785t-C02eq/年で、削減率にすると 64.8%であった。 (3)では，金

壇市のA養豚場の場合，液肥供給の費用と収入から考えた場合，経済的に成立する最大の飼養規模

は現行の 39%程度であり，それ以上の飼養規模を維持する場合には，本業である養豚業収入の最大

で1%程度を液肥供給に補填しなければならないことが明らかとなった。

このような多角的視点での評価分析を導入することで，我が国におけるバイオマス利用促進策や

温暖化緩和策などの効果を事前に精査しこれらの取り組みがより持続的なものになることが期待

される。

キーワード・家畜ふん尿，メタン発酵，液肥利用，多角的評価，持続可能性，クリーン開発メカニズ、ム

1 .はじめに

中国では近年の急速な経済発展に伴い水質汚濁

が拡大している。例えば，中国第3の湖である太

湖では， 2007年に大規模なアオコの発生に伴い，

太湖の水が飲用水源として利用できなくなる社会

問題まで発生している(第 1図)。太湖の流域は

江蘇省 1折江省，上海におよんでおり，太湖への

工業および生活排水の排出量の 77%が江蘇省由

来とされている(水落 (2009))。さらに，化学的

酸素要求量 (COD)，全窒素 (T-N)，全リン (T-P)

の負荷量は農村面源由来の割合が高く，それらの

割合はそれぞれ 45%，54%， 68%であり(水落

(2012)) ，農村域から水系に排出されるこれらの

汚濁物質を減少させることは太湖流域の水質改善

のために極めて重要で、ある。

例えば，本稿の調査対象地であり太湖流域内に

含まれる中国江蘇省金壇市(以下「金壇市jとする)

では，市内でおおよそ 100万頭もの豚が飼養され

ており(呉 (2012))，養豚由来の家畜ふん尿の発

生量も膨大となるために，それが水質汚濁の原因
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アオコ発生なし アオコ発生あり

(LANDSAT /TM1992年 10月29日) (LANDSA T /TM2005年 10月 17日)

第 l図 太湖におけるアオコ発生の様子

資料 ;画像はUSGSのホームページよ りデータをダウンロードし 筆者作成

注.右図の緑に見える部分がアオコ発生の綴子である

の1つとなっている。そこで家畜ふん尿が水系に

流出するのを防止するため，近年中国政府は農家

の生活改善および環境保全の面から畜産経営体に

対して，メタン発酵装置の導入を積極的に行って

いる(楠部他 (2010))。なおメタン発酵装置とは，

家畜ふん尿を原材料にメタン発酵させそこから発

生するメタンガスで発電を行うものである。しか

しながら，メタン発酵により発生する消化液に

は，窒素やリンが依然として豊富に含まれている

ために，消化液が河川に流出すると水質汚濁問題

の解決にはならない。そこで，消化液の有効利用

のlつの方法として，消化i夜の液肥としての水田

利用が行われている。これにより，消化液に含ま

れている窒素やリンなと寺は水稲に吸収され，水系

への流出量を減少させることができる。

このようなメタン発酵による家畜ふん尿由来の

消化液を水田へ液月巴として利用するという取組を

持続的に実施するための課題としては，下記の 3

点が考えられる。まずは，養豚場で発生する消化

液をすべて養豚場周辺の水田で利用することがで

きるか， という 資源の面である。どんなにメタン

発酵によりふん尿を処理しでも，そこから発生す

る消化液をすべて利用できなければ余剰分は河川

へ流出する可能性が高い。次に，取組持続のため

には経済的観点から何が必要かという経済の面で

ある。メタン発酵と消化液利用の取組主体である
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養豚業者と耕種農家とに経済的に十分なインセン

テイブが与えられていなければ，この取組は持続

的なものとはならいであろう 。最後に，この様な

取組が，温室効果ガス (GHG)の削減効果があ

るのではないか， という環境の面である。ふん尿

のメタン発酵自体については，メタン発酵装置に

よって従来のような好気的な処理よりもGHGの

削減効果があると報告されており(日向 (2004))， 

家畜ふん尿のメタン発酵利用システム全体として

は，消化液を農地利用した方が消化液をそのまま

河川に放流するよりもGHG排出量は少なくなる

としている(中キナ (2011))。さらに， クリーン開

発メカニズム (CDM)の制度を利用して中国に

おけるこれらの取組を日本が支援することによ

り， GHG削減分を日本の削減分として計上する

ことができ，我が国の温暖化緩和策の一手段とな

りうる。

そこで本稿では，金壇市における養豚業から発

生する家畜ふん尿のメタン発酵とそこから発生す

る消化液の液肥利用に着目し，以下の 3つの視点

から多角的な評価を行うことを目的とする。

① 消化液供給量から見た液肥の供給可能性の

評価

② メタン発酵・液肥利用による温暖化緩和効

果の評価

③ 経済的視点からの取組の持続可能性評価
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具体的には，まず金壇市市内の大規模な 6つの

養豚業者がメタン発酵装置を導入し，そこから発

生する消化液をすべて液肥として利用する場合に

は，養豚場からどのくらい離れた水田で利用可能

であるのかを推計する。その後， 6つの養豚業者

のうちの最も経営規模の大きな養豚場であるA養

豚場を事例として，メタン発酵装置導入とそこか

ら発生する消化液の液肥利用によるGHG削減効

果を評価する。最後に，液肥の散布費用とそこか

ら得られるであろう収入を比較し液肥供給が持

続的に成立する豚の飼養頭数を経済的視点から算

出することで現行の飼養頭数との比較を行う。

メタン発酵施設に関する評価・研究は， 日本各

地で行われており(例えば白石他 (2006))，メタ

ン発酵によるGHG排出量の削減に関する研究(日

向 (2004)，中村 (2011))や，消化液を農地還元

することによる経済性への評価(遠藤ら (2012))， 

家畜ふん尿のメタン発酵利用システム導入によ

る費用とGHG削減の評価(菱沼ら (2009)) など

の研究が行われている。また，中国のメタン発

酵装置導入によるGHG削減量の研究報告例とし

て， UNFCCC (online c)， UNFCCC (online d)， 

Ruan et al. (2008)，楠部他 (2010)などがある。

しかしながら，それら既存の研究は，液肥の原料

となる家畜ふん尿の供給量と，それを利用した場

合の環境への影響，利用農家に対する経済的なイ

ンセンテイブという，資源，環境，経済という 3

つの視点において， 1つまたは 2つからの分析を

行うものであり，本稿のようにこれら 3つの視点

から複合的に分析したものではない。

なお，本稿で中国の事例を取り上げる理由は，

以下の 2点にある。 1つは，我が国ではすでに家

畜ふん尿による水質汚濁の問題については，規制

が厳格化され大部分が改善されている。しかし

中国においては未解決の問題であるためである。

2つは，上述のように，我が国の技術を中国へ導

入する事で， CDM制度の利用を出口の 1っとす

ることができるが，併せて，隣国への国際協力・

貢献としてもこのような技術移転は重要であり，

その活動による効果の評価をするためである。
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2. 金壇市と太湖周辺における水質汚濁

の現状

金壇市は，上海市から約 250km西側にある人

口約 55.2万人 (2010年現在)の県級市である(第

2図)。金壇市の属する江蘇省は比較的上海に近

く，北京一上海聞の高速鉄道が通ることから，

I人当たり GDPは中国内で 4位，人間開発指数

(HDI) は7位と，他の省に比べると経済的に裕

福な地域である (UnitedNations Development 

Programme (2013))。上海市と金壇市の聞には

中国内で 3番目の面積を誇る淡水湖の太湖があ

り，金壇市もこの太湖流域に含まれている。しか

し近年の中国の著しい経済発展と人口増加に

よって，都市排水，工業排水，農業排水などが太

湖に流入し藻類の発生や悪臭などの環境問題を

引き起こしている。特に金壇市は畜産の盛んな

地域でもあり， 2010年における出荷数では豚が

23.4万頭，家禽が2，820万羽と，生産量は 2002

年から 2011年の 10年間で急速に拡大し，生産額

も3倍以上に増加した(2)。この様な急速な生産拡

大のため，家畜ふん尿による周辺水域の水質汚濁

が深刻化している。また，金壇市周辺の水域では

カニやエピなどの養殖も盛んで、あるために，水質

汚濁が水産業へ与える影響も懸念されている。水

落 (2009) によると，太湖の水質環境悪化の主要

成分はT-Nであり，窒素の発生負荷の 70%が江

蘇省からのものである。さらに，湖水へ流入して

くる窒素の内訳を見ると，都市排水は 19%，工

業排水は 29%，農業排水は 52%と農業排水から

のものが圧倒的に多いと指摘している (3)。そのた

め，太湖の水質改善には，農業由来の窒素を適正

な水準で施肥・管理することが重要なポイントの

1つになっている。

金壇市では家畜ふん尿処理をするために農村地

域のすべての養豚業者に対してメタン発酵装置の

導入を行っているが(呉 (2012))，消化液の有効

利用をしない限り，水質汚濁の問題は改善しな

い。この様な背景から 金壇市醇埠鎮では 2010

年より消化液の水田利用プロジ、エクトを行ってお

り，消化液の液肥利用による水系への環境負荷軽

減と，化学肥料使用量の削減効果が期待される。
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第2図 中国江蘇省常州市金壇市の位置

資料:ArcGIS onlineの地形図をベースマップとして利用し筆者が作成

3. 消化液発生量から見た液肥の供給可

能性評価

( 1 ) 分析の背景と目的

家畜ふん尿のメタン発酵により発生する消化液

を液肥として水田へ利用する場合，その環境への

影響や経済的な分析の前段としてまず必要となる

ことは，養豚場からどの程度の消化液が発生する

のか，そしてそれら消化液を利用するためにはど

の程度の水田面積が必要かということである。仮

に発生した消化液が多すぎて周辺の水田では液肥

として適切に利用することができなければ，l.

でも述べたように，家畜ふん尿のメタン発酵とそ

の消化液の液肥利用というシステム自体が破綻し

てしまい，水質汚濁対策としての有効性も失われ

ることとなる。次に問題となるのは，消化液を利

用するために必要な水田が消化液の発生場所で、あ

る養豚場とどのような位置関係にあるのかであ

る。なぜならば，消化液を水田に利用するために

は養豚場から現場まで輸送する必要があり，もし

養豚場から消化液を散布する現場が遠く，輸送コ

ストが現状の肥料費を上回った場合には，農家に

とっては液肥利用のインセンテイブが働かなく

なってしまうからである。このようなことから，

利用可能な圃場は運搬労力やコストの面などか

ら，養豚場から近い範囲にある水田に散布するこ

とが望ましい。そこで 3. では，金壇市市内にあ

る大規模な養豚場を対象とし，これら養豚場にお

いてメタン発酵により発生した消化液を，養豚場

周辺のどの程度の範囲にある水田で利用すること

ができるのかについて GISを用いて解析する。

さらには地理的な特性と散布可能な水田面積，液

肥の運搬距離の関係を明らかにする。

ところで，消化液の養豚場から水固までの運搬

と水田で、の散布形態には，パイプラインで養豚場

から直接輸送し濯蹴水と混合しながら圃場へ流入

する方法と，バキュームカーなどを用いて液肥を

圃場のそばまで運搬して散布する方法との 2つ

がある。実際には，パイプラインを利用した輸

送・散布の方が，バキュームカ ーを利用した輸

送・散布よりも労力がかからず低コストであるた

めに，消化液の散布はパイプラインを利用した方

法がより望ましい。けれどもパイプラインを用い

る場合には，養豚場よりも標高の高い水田には散
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第3図 金壇市の概況と 6つの養豚場の位置

資料 現地の地図を参考に筆者作成

注 ベースとなる地図は. Arc onlineの地形図を利用した.太線は金壇市の境界.黒丸は養豚場A-Fの位置である

布できないなどさまざまな制約条件がある。そこ

で， 3. における消化液利用可能な水田の分析に

おいては，①パイプラインを利用して液肥を水田

に散布すると仮定し，パイプラインで供給可能

な範囲に限定する場合(ケース 1)，②養豚場か

ら排出される消化液をすべて液肥利用する場合

(ケース 2)， という 2つのケースを想定し検討す

る。ケース 2では， まずはパイプラインで輸送

し余った分をバキュームカーなどで輸送すると

する。また，本分析では養豚場で発生した家畜ふ

ん尿由来の消化液をできる限り近場の水田で、液肥

として利用することを想定して分析を行った。

なお，本分析では大規模な養豚場に注目してい

るが，その理由を下記に述べる。小規模な養豚場

であれば，そこから排出される家畜ふん尿は経営

内の農地において自家消費することも可能である

が，大規模な養豚場から排出される家畜ふん尿は

膨大な量となり ，そこで発生するメタン発酵の消

化液の量も膨大となる。そのために，大規模な養

豚場から発生する消化液の適切な利用には，周辺

の農業地域も含めた地域的な循環システムの構築

が必要となり，消化液の処理 ・環境負荷軽減は急

27 

務の課題となっているためである。

( 2 ) 調査分析方法

1 ) 調査地と調査対象養豚場

調査地である金壇市の概要と調査対象の養豚場

の大まかな位置を第 3図に示す。金壇市内の養豚

業者および母豚を養豚業者へ販売 している卸売業

者に対して行った。大規模経営を行っている養豚

場に関するヒアリング調査 (2012年 5月 16日，

同9月6日実施)の結果， A~F の 6 養豚場に関

する回答を得た。これら 6養豚場は，年間飼養頭

数 5，000頭以上と推計され (3. (3) 1)を参

照)，金壇市において大規模に経営を行っている

養豚場であるために，ここでは当該6養豚場を対

象とした(4)。なお，この中には 4. 以降の分析対

象としたA養豚場も含まれ，第 3図中のAがそれ

である。

2) 分析方法

ここでは分析スキームを第4図に示す。まず，

①上記ヒア リ ング調査の結果を利用 してA~Fの

各養豚場において発生する消化液の量を計算し
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聞き取り調査結果と
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(1①発生する消化液の量 |¥/ 

②各養豚場で発生する消化
液をすべて使うために必

要な水田面積

⑤各養豚場からパイプ
ラインを通して供給

可能な水田の面積

⑥各養豚場から半
径2.5kmの範囲に

ある水田の面積

消化液の供給可能性の検討

第4図分析スキーム

資料・筆者作成.

注.⑥では，あらかじめ分析範囲を決めるための予備解析を行った結果，散布可能な水田面積を解析するのに必要な画像の範囲が

養豚場から半径2.5km程度で、あったために，今回のバッファーポリゴンも. 2.5kmを上限に分析を行った.

②その結果を用いて，各養豚場で発生する消化

液をすべて使うために必要な水田面積を計算し

た。次に，空間データと衛星画像を用いた解析を

おこなった。③人工衛星の画像上で各養豚場の位

置を特定し，④その養豚場周辺の水田の分布を抽

出した。その後，⑤ケース 1のパイプラインを利

用して消化液を供給可能な水田面積を計算し⑥

ケース 2の養豚場から排出される消化液と養豚場

と養豚場周辺の水田との位置関係を検討するため

に，養豚場から半径 2.5km以内の水田分布をマッ

ピングした(5)。そして，②，⑤，⑥の結果から，

A~Fの各養豚場における消化液の供給可能性の

検討を行った。空間データの解析・マッピングに

はArcGIS 10.0を利用し，衛星画像の解析には，

ERDAS IMAGINE 2010を利用した。

(3 ) 消化液を供給可能な水田面積の推計

1 ) 養豚場から排出されるふん尿量の推計

A~Fの養豚場の母豚の飼養頭数はそれぞれ

300 ~ 2，500頭であり，この地域では一般的に年

2回，母豚 l頭につき 10頭程度の子豚を出産し

半年で子豚は出荷されることが養豚業者への現

地ヒアリング調査 (2012年5月 16日に実施)に

よりわかった。そのため，対象の 6養豚場で年

間6，000~ 50，000頭，合計 132，000頭/年の子豚

が飼養されていると推測される(第 1表)。なお，

半年で子豚が出荷されることから，常時養豚場に

いると推測される子豚の合計頭数は，年間飼養頭
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第 1表各養豚場における養豚頭数

母豚(頭)

A 2.500 

B 2.000 

C 800 

D 600 

E 400 

F 3 0 0  

合計 6.600 

資料:調査結果をもとに筆者作成

子豚(頭/年)

50.000 

40.000 

16.000 

12.000 

8.000 

6.000 

132.000 

注.この地域では一般的に年2回母豚1頭につき 10頭程度の

子豚を出産し，半年で子豚は出荷されるので，子豚出荷

頭数=母豚の頭数x10 x 2となる

数の半分である 66，000頭と考えられる。各養豚

場の 1日当たりのふん尿排出量は(1)式にて推

計した。

PMd = NSbreed Xα + NPbreedX s (1) 

PMd:養豚場における 1日当たりのふん尿排出

量 (kgl日)

NSbreed :常時養豚場にて飼育している母豚の飼

養頭数(頭)

NPbmd:常時養豚場にて飼育している子豚の飼

養頭数(頭)

α:母豚の 1日当たりのふん尿排出量 (kg)

s:子豚の 1日当たりのふん尿排出量 (kg)

NS附 dは，養豚場へ母豚を販売している卸売業

者へのヒアリング調査 (2012年5月 16日実施)
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の結果を用い，NPbreedlま，その母豚の飼養頭数か

ら上述の当該地域の飼養体系から推計すると，

NPbreed = NS，加 d(頭)X 10 (頭)X 2 (回)X 0.5 (年)

= NSbreed X 10 (頭)

となる。また松崎 (1973) によると，配合飼料

を飽和供与した場合の子豚 (20-50kg) と母豚

(60-90kg)の 1日当たりの平均のふんの排世量

と尿排世量は合計でそれぞれ子豚が1.9kgと2.lkg

(s = 4.0kg) と母豚が 3.5kgと3.2kg(α= 6.7) 

である。(1 )式より A~Fの各養豚場から排出

される年間のふん尿推計量はそれぞれ 5，108~ 

42，568t1年であり， 6養豚場の合計は 112，380tl年

となった(第2表)。

第2表各養豚場から排出される年間のふん尿量

(単位:t) 

ふん量 尿量 合計
A 20.303 22.265 42.568 

B 16.243 17.812 34.055 

C 6.497 7.125 13.622 
D 4.873 5.344 10.216 
E 3.249 3.562 6.811 

F 2.436 2.672 5.108 
合計 53.600 58.780 112.380 

資料.筆者作成.

注(1) 常時養豚場にいる子豚の頭数は.年間出荷頭数の半数

であるために，各養豚場における一日のふん尿量

=母豚頭数×ふん尿量+(子豚頭数12)xふん尿量と

なる.
(2) 母豚頭数は現地聞き取り調査の結呆であり，子豚頭数

は母豚頭数より試算した
(3) ふん量と尿量は，松崎 (1973)より試算した

2) 消化液を供給可能な水田面積の推計

次に調査対象の 6養豚場から排出される消化液

を窒素の施肥量をベースとして(6) 散布可能な水

田面積の推計を下式 (2) にて行った。なお，渡

部 (2002)によると，養豚場から排出されるふん

尿は，メタン発酵を経た消化液としても重量は変

化しないため，消化液はそのまま液肥として利用

することとする (7)。

DVy=AWん，7ARm 7 DF:vx 10-6 xR x 10-3 

(2 ) 

DVy:消化液の年間投入量 (t/ha)

AWん:水稲の年間窒素吸収量 (N-kg/ha)

ARm:水稲の肥料の吸収割合

DF:v:消化液の窒素濃度 (mg/L)

R:消化液の比重 (kg/L)

金壇市 (2010)によると，市が推奨している稲

の窒素吸収量 (AWん)は 200(N-kg/ha)，元肥・

追肥の比率は窒素重量ベースで 6: 4. 稲によ

る肥料の吸収率は 60%であるために，本稿でも

ARmは 0.6とした(8)0 A養豚場の消化液の窒素濃

度実測値 (2010年 3月 11日測定)が2.495mg/L

であったため，今回の計算では簡略化のため消

化液の窒素濃度DF:vを2，500mg/Lとし，液肥の比

重Rを 1kg/Lとした。 (2)式より，液肥として

必要な消化液の年間投入量は 133t/haとなり，上

記の元肥・追肥比率で配分すると，元肥 =80.0tl 

ha，追肥=53.3t/haとなった(9)。上述のように，

第3表 各養豚場から発生する消化液と，ケース 1とケース 2における液肥の供給可能水田面積
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ケース 2

水田面積
養豚場からの距離ごとの水田面積

o ~ 250m 0 ~ 500m 0 ~ 1.000m 0 ~ 1.500m 0 ~ 2.000m 0 ~ 2.500m 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

A42.568  319 31.9 35 44 81 145 24.0 402 
B34.0 5 5  255 16.4 18 28 97 198 336 488 
C 13.622 102 14.7 15 25 118 210 362 557 

D10.216  77 1.7 10 31 104 241 464 712 
E6.811  51 0.2 1 6 39 110 200 325 
F 5.108 38 1.7 3 9 36 78 121 166 

合計 112.380 843 67 81 142 475 982 1.722 2.651 

資料:解析結果をもとに筆者作成

1宝(1) ケース 2の水田面積は，パイプラインによる散布を含んだ面積である.

(2) 例えば.A養豚場の場合，発生するすべての消化液を供給するのには 319ha必要であり，パイプラインでは 31.9ha散布しそ

の残りを運搬することとなる.そして.2.000mから 2.500m運搬することで，すべての消化液を散布することが可能となる

29 
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メタン発酵槽へ投入されるふん尿の重量とそこで

発生する消化液の重量が同じなので，各養豚場に

おける年間の消化液発生量を消化液の年間投入量

(133t1ha)で割ると，各養豚場で生産される消化

液を供給可能な水田面積は 38ha~ 319haとなり，

合計 843haとなった(第3表)。

3) 衛星データの利用とGISによる空間解析

続いて，消化液の供給可能範囲を推定するため

に，まず人工衛星画像上でA~Fの各養豚場の位

置を特定し養豚場周辺の水田分布状況を土地被

覆分類によって抽出した。その結果をもとにケー

ス1， 2に関する解析を行った。人工衛星画像は

ALOS A VNIR-2およびPRISMで取得された 4

シーン (2009年3月20日， 5月5日， 11月8日，

12月21日)を用いた。

まず， 11月のAVNIR2とPRISMの画像を利用

してパンシャープン画像を作成し， A~Fの養豚

場の位置を目視判読により特定した(10)。そして，

ケース 1の範囲を，下記①~③の条件の範囲内で

目視により決定し，ポリゴンを作成した(11)。パ

イプラインによる消化液散布範囲の条件は，①養

豚場に隣接している，②用水路を越えない，③養

豚場の下流に分布する，とした。特に今回は下

記のように道路を 2つに分類し隣接の定義と

した。舗装された比較的幅の広い道路と，舗装

されていないような幅の狭い道路である。そし

て，隣り合う水田が幅の狭い道路を挟む場合は隣

接しているとした。 A養豚場周辺の水田の現地調

査 (2010年6月 16日実施)では，水田に挟まれ

た舗装されていない道路(畦道)では，用水路が

その畦道の下を通り，隣の水田と繋がっている場

合が散見された。そこで，上記現地調査の結果

を参考に，パンシャープン画像の目視判読によ

り， 2つの道路を判別した。また，本分析の前に

簡易的な土地被覆の解析を行い，おおよその消化

液の散布面積を推計した。その結果，各養豚場に

つき，養豚場からおよそ 2.5km以内の水田を利用

すれば，すべての消化液を散布可能であると推

測された。そこで，詳細な水田面積の計算を行

うために，各養豚場を中心に半径 250m，500m， 

l，OOOm， 1，500m， 2，OOOm， 2，500mの円状のバッ

ファーポリゴンを作成した(12)。次に， 2.5kmの
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バッファーポリゴンが十分に入るように， 3月か

ら12月までの 4シーンの人工衛星画像を各養豚

場から 3kmの範囲が含まれる様に切り出し，そ

れぞれを養豚場ごとに重ね合わせた 1つの画像を

作成した。画像は「教師なし分類」により分類

し(13) 3 x 3ピクセルの近傍処理によりフィル

タリングした画像を各養豚場周辺の水田分布図と

した。この水田分布図と上述のケース1， 2用の

ポリゴンをそれぞれ重ね合わせ，ケース 1用のポ

リゴン内の水田面積と ケース 2用のバッファー

ポリゴン内の水田面積を計算した。その結果を第

3 表に示し養豚場A~F周辺の水田の分布状況

を第5図に示した。

4) 消化液の液肥利用の可能性

ケース 1のパイプラインによる消化液の供給可

能面積は， A~F養豚場それぞれ 31.9ha， 16.4ha， 

14.7ha， 1.7ha， O.2ha， 1.7haで、あり，その合計は

67haとなった(第 3表)。これは各養豚場におい

て全消化液を利用した場合に供給可能な水田面積

と比べると， A~F養豚場それぞれ 10% ， 6.4%， 

14.4%， 2.2%， 0.4%， 4.5%となり，合計した面

積では 7.9%であった。養豚場ごとにパイプライ

ンによる散布可能面積に差が生じるのは，地理的

条件によるものである。 A~F養豚場のうちA，

B， C， Dの養豚場は平地に存在し， A， B， Cは

パイプラインによってすべての消化液を供給可能

な面積の 6.4~ 14%の水田に散布が可能であった

が，山間部にあるE，Fはそれぞれ 0.4%，4.5%と

割合が低くなった。また，養豚場Dは平地にある

が，湖に近く周囲に水産養殖場が多くあるため

に，水路などに固まれ，パイプラインによる散布

可能面積が小さくなった(第5図)。

次に，ケース 2について検討するために，養豚

場から水固までの距離と消化液が利用できる割

合を第 6図に示す。A， B養豚場と同様に平地に

立地しているC養豚場は， l，OOOm以内の輸送で、す

べての消化液を利用可能な規模であったが， Aと

B養豚場はC養豚場よりも 2倍以上の大規模な養

豚場であったために発生する消化液が膨大とな

り，すべて使い切るには養豚場から 2，300mもし

くは1，700mほど離れた水固まで運搬する必要が

ある。また， D養豚場はC養豚場と同規模であり
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2 

水田 ..畑地 ..森林 ..水域 ..市街地その他

ーーー 養豚場から2，500mの円

Eコパイプラインによる液肥散布可能範囲

第5図 各養豚場周辺の水田分布状況の解析結果

資料:解析結果をもとに筆者作成

i主.養IJ事場からの 2，500mの円の中心が養IJ本場の位置である
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第6図 ケース 2に基づいた養豚場周辺の水田に対する消化液の消費割合と養豚場からの距離の関係

資料 解析結果をも とに筆者作成.

j主縦ililh切片は， パイプライ ンでの散布可能量を示している.

平地に立地しているが， D養豚場は湖の近くに位

置しているために周囲に水産養殖場が多く，パイ

プラインでの散布は難しい立地条件である (第5

図)。 しかし D養豚場周辺には水田も 多 く分布

しているために，C養豚場と同様に1，000m以内の

輸送ですべての消化液を使い切ることができる。

EとF養豚場は，山間部に位置しているために養

豚場周辺の水田が少なく ，パイプラインによる散

布が難しい (第 5図)。けれども，両養豚場とも

6つの養豚場の中では小規模で、あり， 養豚場か

ら1，000m程度の水固まで運搬することですべて

の消化液を使い切ることができる。以上のように

当該地域においては， ①立地と規模が適合してお

り比較的消化液の利用に適しているC，D養豚場，

②立地は良いが規模が大きいために散布には長距

離運搬 しなくてはならないA， B養豚場， ③山間

地にありパイプラインでの散布には不適であるが

小規模で、あるために，短距離の運搬で利用可能な

E， F養豚場，の 3タイプに分類することができ

る。

(4) 小括

このように，金壇市において年間出荷頭数

5，000頭以上の大規模な養豚場でメタン発酵によ

り発生する消化液は，養豚場から半径 2，300m以

内ですべて使い切ることが可能であることが示さ

れた。また，水田で、の液肥利用には，上述の①~

③のような規模と立地によるタイプが存在しそ

れらのタイプの違いによってパイプラインでの散

布可能面積が大きく 異なることが示された。

4. メタン発酵・液肥利用による温暖化

緩和効果の評価

( 1 ) 分析の背景と目的

畜産業が盛んな地域では，周辺水系の水質汚濁

防止の一環として， 家畜ふん尿を適正に処理する

ことが重要な問題となっている。このような問題

の有効な対策の lつとして， 家畜ふん尿の堆肥

化・ 液肥化が挙げられている。本稿で取り上げて

いる家畜ふん尿のメタン発酵およびそこから発生

する消化液を液肥として水田利用する取組も水質

汚濁防止と閉じ意味を持っている。 しかしなが

ら， 1.でも述べたように，家畜ふん尿のメタン

発酵それ自体やメタン発酵システムの導入には，

GHGの削減効果があるこ とも報告されている(例

えば日向 (2004)や中キナ (2011)など)。さらに，

京都会議で、世界的な合意に至った柔軟性措置の l

つであるク リーン開発メカ ニズム (CDM)制度

を利用することにより，他国のGHG削減分を我

が国の削減分へと計上することが可能である。本

η
J
U
 

η
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稿で取り上げた金壇市A養豚場においてもメタン

発酵装置が導入されており，発生した消化液は液

肥として周辺農家の水田に散布され，生成された

メタンは自家発電に利用することで最終処理を

行っている。 A養豚場におけるメタン発酵装置の

導入と消化液の液肥としての水田利用は， GHG 

であるメタンガスの削減効果も期待できるもので

あるが， 3. では液肥としての消化液処理に関連

した分析のみを行い， GHGの削減効果について

は触れていない。そこで 4. では，本稿の 2つ

めの目的であるGHGの削減効果を評価するため，

金壇市内にあるA養豚場を対象に， CDMで承認

されているAMS. m. D. ver.18(14)を用いてそ

の削減量を計測した。

なお，前節で取り上げた 6養豚場のうちA養豚

場に対象を絞り分析を行った理由は， AMS. m. 
Dの計測に必要なデータを把握している養豚場経

営体が少ないためである。また併せて， A養豚場

は， 6つの養豚場のうち最も経営規模が大きいた

めに， GHG削減効果についての結果がより明確

に示されると期待したためである。 4. の目的

は， GHGの削減量を試験的に計測することであ

り，各養豚場の規模の違いによる比較検証までを

視野に入れた分析ではない。また，信頼性に欠く

データを用いた上で各養豚場のGHG削減効果の

有無を論じるよりも，比較的信頼できるデータを

用いてその効果を検証した方が妥当で、あると本稿

では判断した。

(2) クリーン開発メカニズム (CDM)の概要

CDMは， 1997年 12月京都の気候変動枠組

条約第 3回締約国会議 (COP3) で決定された

気候変動枠組条約の議定書(京都議定書)の第

12条で規定された柔軟性措置の 1つである (15)。

柔軟性措置には， CDM以外にも排出量取引

(ET:Emission Trading，同第 17条)や共同実施

(]1: Joint 1mplementation，同第 6条)がある。

CDMと後者2つの違いは， CDMがGHG削減義務

を負う附属書 I国(16) と削減義務を負わない非附

属書 I国(17) との間でやり取りが行われることで

ある。非附属書 I国は，自国内で附属書 I国の技

術・資源等を受けてGHG排出量の削減または吸

収量を効率的に増加させ，その成果の一定量を支

。。
勺

δ

援元(附属書 I国)のGHG排出量の削減分に充

当することができる制度である。一方，後者2つ

は排出義務のある附属書 I国間でやり取りされる

制度であることから，附属書 I国の総排出量が増

加しないなどのメリットカまある。

(3) A養豚場のメタン発酵装置とその消化液

の発生過程

はじめに，金壇市のA養豚場の概要についてヒ

アリング調査をもとに述べることにするが，ヒア

リング調査の制約によりデータを入手することが

できなかった項目が数点ある。その項目について

は，可能な限り妥当な係数の採用ないしは計測方

法で推計して対応している。以下，ヒアリングを

もとにしたA養豚場の概要とヒアリング調査で得

られなかったデータの推計方法について解説す

る。

A養豚場は， 3. で述べた通り， 6つの養豚場

のうちもっとも規模の大きい養豚場で，養豚施

設(畜舎と肥料庫)とメタン発酵施設(撹枠・発

酵タンク，液貯めタンク，浄化房施設，ガスホル

ダー，貯留池(ラグーン)など)を所有している

(第7図)。それらの設備は従来の簡易型メタン発

酵装置と比べると近代的である。畜舎内で排世さ

れたふん尿は，畜舎隅の投入口から地下タンクへ

送り込まれ，そこから発酵タンクへと移動し，発

酵後は消化液貯留用ラグーンへと流れていくこと

になる(第8図)02010年のヒアリング調査 (2010

年6月 16日から 18日実施)によると， A養豚場

の飼養頭数は 17，000頭であり，年間 34，000頭を

出荷していた。翌 2011年 1月4日の調査では，

母豚の飼養頭数が2，500頭であることを聞き取る

ことができた。しかし母豚の一般的な出生サイ

クルや 1日当たりの家畜ふん尿の排出量，年間の

出荷頭数を検証するとそれらの聞には整合性がな

いことがわかった。そこで4. では，前節同様に

飼養頭数の元となる母豚2，500頭のヒアリング結

果をもとに， A養豚場の年間飼養頭数を母豚2，500

頭と出荷用の子豚50，000頭の合計 52，500頭(の

べ頭数)と推計し，この値を採用することにし

た(18)。

また， A養豚場から排出される家畜ふん尿量に

ついても， 3. (3) 1) の(1)式より， A養
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豚場の排出量を 116t1日と推計した。排出された

ふん尿の約半分は下水処理施設に有料(200元/t)

で運ばれ，残りの半分はメタン発酵タンクに運ば

れて処理されることになる。メタン発酵タンク内

で発生するメタンガスは季節の寒暖によってふん

尿の発酵速度が異なるため (2010年6月 14日A

養豚場での聞き取りから，春秋に 9時間/日，夏

に 10 時間/ 日，冬に 6~8 時間/ 日ほど発電で

きるほどのガスが出る)，安定的なガス供給が可

能というわけで、はない。発生したすべてのメタン

ガスは電力生産に利用されており， 1日当たり

900kWh，年間 32万8，500kWhの発電が可能とさ

れ， A養豚場内の消費電力の 80%を賄っている。

発電した電力の用途は午前 9~ 11時の家畜飼料

の加工と午後 6~9 時の夜間照明などに利用され

ている。

なお，メタン発酵後の消化液は液肥として周辺

農家の水田約 4haに利用されており，基肥と追

肥で複数回に分けて 1作期で2回散布し農家か

らも良い評価を受けている。2012年のヒアリン

グ調査 (2012年5月 16日実施)では，液肥の利

用を希望する周辺農家の戸数が増加傾向にあるこ

とカfわかった。

( 4) 計測方法

ここでは，A養豚場と周辺農家が液肥利用を行

うことで生じるGHG削減の効果を計測する。家

畜ふん尿から発生するメタンを正確に計測する

には，長期間のモニタリング調査を必要とする

が， A養豚場のCDMのプロジェクト規模が小規

模プロジェクトに該当し(環境省 (2007)pp.41-

42参照)，かつCDMの活動種類がすでにCDM理

事会で、承認されていることなどから，既存のプロ

ジェクトAMS.III. D. ver.l8を用いて推計するこ

とができる。計測の基本は，ベースラインとなる
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第 7図 A養豚場のメタン発酵装置

資料 調査をもとに筆者作成
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第 8図 A養豚場のメタン発酵と消化液利用システム
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第9図 A養豚場のベースラインの境界

注(1) 点線はベースラインの境界を意味し点線内で行われた活動によって発生するGHGを言h)[1Jした
(2) 養豚場と畜舎内でのエネルギー消費由来のGHG排出量は，データ を入手できなかったため考慮 していないそのため，ベース

ラインの境界内で剖iJ1lJされるGHG排出量は過小推計であり.計iJ!1J値は最低限排出されるGHG量である

変数

BE， 
GWPW1  

D仁川

UF， 

MCF; 

Bo 

NbTUd.y 

N"，刷 、

VSbmd..r 

VS""刷、

MS96/J1.i 

資料 :筆者作成

単位 説明

第4表 ベースライン境界内の関係式と各係数に関する説明

データ出所

y年のベースラ イン排出量

メタンの地球1見暖化係数

1気圧 20tの室内でのメタン密度

不確実性に対するモデルの補正値

ベースラインシナリオにおける畜産廃棄物管

理システムの年間メタン変換係数

家畜から発生する揮発性図形分の最大メタン

生成係数

繁殖用の養JJ家数(繁殖用!豚飼養頭数 2.500頭)

出荷用の飼養頭数(年間出荷頭数 50，000/年

間出荷回数2回=飼養頭数 25.000頭)

畜産廃~物管理!システムに投入される養JJ票数

(繁殖用)の年間揮発性図形分の量

畜産廃棄物管理システムに投入される養JJ客数

(市場周)の年間揮発性図形分の量

畜産廃棄物管理システムで処理されるふん尿

割合

t-CO，eq/年
t-CO，eq/t-CH， 

t/m
3 

m3-CH，Ikg_dm 

E員

]Is，( 

kg-dm/野1/年

kg-dm/~ß，(/年

。/
70 

プロジェク ト実施前の数値とプロジェク ト実施後

の数値を求め，それらの差分を求めることであ

る。そのため，ベースラインとなる数値の計測は

「メタン発酵装置が設置 される前の状況であり，

オープンラグーンに家畜ふん尿が蓄えられている

状況」と仮定し，プロジェクト 実施後の数値の計

測は 「メタン発酵装置が設置され，消化液が液肥

として有効利用されている状況」と仮定した。こ

れらの状況をAMS.皿.D. ver18の関係式で表す

と以下のようになる。

ERγ=BEy-PE， ( 3 ) 

ER、:y年のGHG排出削減量 (t-C02eql年)

BE，. :y年のベースライン排出量 (t-COzeql年)

係数

21.00 UNFCCC (online a) より

0.00067 UNFCCC (online a) より

0.94 UNFCCC (online a)より

金壇市の平均気温とDonget a1. (online) 
0.74 

のIPCCガイドラインから計算

0.29 Dong et a1. (online)のTablelOA-7より

2，500第OiJ(3)参照

25，000 第 H~ (3)参照

UNFCCC (online a)の(2)式を元に
586.61 

Z~: ll\ 
UNFCCC (online a)の (2)式を元に

175.98 
算出

ベースラインの境界の仮定条件として
100 

100%処理を仮定

PE、:y年のプロ ジェク ト排出量 (t-C02eql年)

( 5 ) 計測結果

1 ) ベースライ ンの境界とBE"の計測

メタン発酵装置が導入される前は，家畜ふん尿

はオープンタイプのラグーンで処理されていた

(第9図)。畜舎で生産されたふん尿はラグーンに

輸送され，ラグーンで滞留されている間にメタン

が大気放出される。その後，家畜ふん尿は廃棄処

理に出されるか用水路を経由して河川に放出する

などの処理が取られる(19)。

第9図の点線枠で固まれた部分がベースライン

の境界であり，そのGHG排出量は上記(3 )式

右辺BE，に該当する。さらに.BEyは以下の (4) 

式の関係式で表される。第4表の変数は(4 )式

Rυ 
勺
、

υ
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の変数と対応しており，それぞれの係数とその採

用根拠が示されている。

BE"= GWPCHI xDCH1 x UFbx 'iMCFjxB。
X (Nbr叫c町凶e吋ι心，xVS品br，川 λ +N.川v呪T，附n

xMS%s却o (4) 

上記第4表の係数を (4)式に代入することで，

ベースライン境界内で排出されるGHG量が推計

される。

BE" = 2l.00 x 0.00067 x 0.94 x 0.74 x 0.29 x 

(2.500 x 586.61 + 25.000 x 175.98) x 1 

BE" = 16.649.42 (t-C02eq/年)

その結果，メタン発酵装置が設置される前の状

況では. 16.649t-C02eq/年のGHGが排出されてい

ることカf明らかとなった。

2) プロジェク卜の境界とPE，の計測

A養豚場は，畜舎内で排出されたふん尿をメタ

ン発酵施設へと移動させ，その施設内でメタンガ

スを発生させている(第 10図)。メタン発酵処理

されたふん尿(消化液)はラグーンで一時滞留さ

れ，周辺農家によって水稲の基肥や追肥の時期に

液肥として散布される。 メタン発酵後のメタン

は，第 10図の白抜矢印で示すように畜舎の電力

として再利用される。本来 施設運用に利用され

る電力 ・火力・ 熱エネルギーは第 5表のPEp即日

に加算されることになるが，バイオマス由来の

エネルギーの再利用は計上しないことになって

いるため，本分析でもその点を考慮して計算を

行った。計算過程の詳細については，高橋・園井

(2013) にまとめられているのでそちらを参照し

て頂きたい。ただし本稿の計測結果と高橋・園

井 (20l3)の計測結果は若干異なっているが，パ

ラメータの値がより金壇市に則した形で精査され

たためである。第 10図の点線枠で固まれた部分

がプロジェクトの境界であり，上記(3 )式右辺

PE"に該当する。 また.PE)は以下の (5 )式の

関係式で表される。

PE，. - PEPL，y + PEsarr，y + PEpon川 +PE'ra岬 J

+ PE"oragry ( 5 ) 

第5表の係数を(5 )式に代入することで，プ

ロジェクト境界内で排出されるGHG量が推計さ

れる。

PE、=2.393.53 + 566.48 + 68.71 + 0 + 2.835.37 

P E" = 5.864.1 t -C02eq/年

その結果，メタン発酵装置が設置された状況で

は.5.864t-C02eq/年のGHGが排出されているこ

とカf明らかとなった(20)。

最後に(3 )式にBE、とPE，の計測結果を代入

し 液 肥 利 用 に よ るGHG排出削減効果を求める

と 10.785t-C02eq/年で¥削減率にすると 64.8%と

いう結果となった。

，......... A養豚場のプロジヱクトの境界 ，..・H ・..…

第10図 A養豚場のプロジェクトの境界

注。点線はプロジェクトの境界を意味し点線内で行われた

活動によって発生するGHGを計測した

単位

第5表 プロジェク ト境界内の関係式と各係数に関する説明

係数変数

PE， 
PEPL，y 

PEsm  

PE抑 It'tl'.¥'

PE"，仰

旦叫

説明

y年のプロジ、エクト排出量
y年のバイオガスの漏出による排出量
y年のバイオガス燃焼による排出量
y年の導入施設の操作にかかる石油または電力の利用による排出量
y年の輸送からの初出量
y年のス トレージからの持|出量

t-CO，eq/年

2.393.53 
566.48 
68，71 。

4.410，58 

資料筆者作成.

注 本表の各変数の計iRIJ結果は.第4表と同様に複数のパラメータと計算式から構成されている.本表では，計測
結果のみをまとめているが，計算過程の詳細は高橋・図井 (2013)でまとめられている.
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(6 ) 小括

4. の目的は，経営規模の最も大きいA養豚場

を事例に，メタン発酵装置の導入によって回収・

再利用されるGHGの削減効果を計測することで

あった。計測手段として 京都議定書のCDMで

採用されているAMS-III. D. ver.l8を用いて計測

した。その結果，メタン発酵装置導入前(ベース

ライン排出量)では 16，649t・COzeql年となり，メ

タン発酵装置導入後(プロジェクト排出量)で

は5，864t-COzeql年となった。すなわち，メタン

発酵装置導入によって吸収されるメタンカ、、スは，

導入前後の差分であるため 10，785t-COzeql年とな

り，削減率にすると 64.8%という結果となった。

ただし本分析の計測結果は，データの制約から

仮定条件を設けたり，既存文献の係数を引用した

りするなど改善の余地が多く残された試算値であ

ることを留意して頂きたい。

5. 経済的視点からの液肥供給可能性の

評価

( 1 ) 分析の背景と目的

養豚から発生する消化液を液肥として農家で利

用することは，養豚業者にとっては発生する消化

液を河川に放出して水質汚濁を引き起こすことを

防止し，当局からの指導などを回避することがで

きる。一方の農家にとっては液肥を利用すること

で化学肥料費を節約でき，養豚業者と農家の双方

に便益がもたらされる関係が成立している。金壇

市の養豚業から発生するふん尿はメタン発酵に利

用され，それに伴い発生する消化液の液肥利用に

ついては，現在は養豚業者が 100%費用負担し，

農家は一切の対価を支払っていない。このような

状態は養豚業者に一切の経済的メリットがない一

方ですべての負担を負わせ，農家はフリーライド

することになり，経済学的な観点からは養豚業者

による消化液の適切な処理(液肥の製造・供給)

のインセンテイブを阻害することから，好ましく

ない状況と言える。したがって，今後は農家によ

るフリーライドを解消し，農家が受益する経済的

なメリットを養豚業者に還元する仕組みを構築す

ることが必要となる。その 1つの方法が，現在養

豚業者が無償で提供している液肥を農家に有償販

売することであるが，その際重要になるのは農家

ヴ

d
q
ぺ

υ

と養豚業者が双方納得する価格で合意に至れるか

どうかである。農家は自らが事受する化学肥料費

の節約効果を超えてまで養豚業者に液肥代を支払

うことはしない。化学肥料費の節約分の範囲内で

液肥への対価が養豚業者に支払われた場合，養豚

業者がその収入に収まる費用において液肥を提供

できるのはどの程度の量なのかを推計すること

で，経済的な視点からの最大飼養可能頭数が算出

される。

ここでは， 4. 同様に金壇市の大規模養豚場の

1つであるA養豚場を取り上げ， A養豚場が液肥

を散布するための総費用および仮に液肥代を徴収

した場合の最大収入を推計し液肥の総費用と総

収入の関係から， A養豚場と農家の双方が経済的

な便益を享受できる飼養頭数範囲を特定する。次

に，現状の飼養頭数と推計された飼養頭数を比較

することで，現行の養豚業者の規模において，液

肥が安定的に供給されるためにはどのような経済

的な措置が必要なのかを明らかにすることを目的

とする。

(2 ) 養豚業者の液肥供給コストと農家負担

A養豚場が飼養頭数を増やすとそれだけ液肥と

して散布しなければならない消化液の量が増え

る。現状では原則としてパイプラインを用いた流

し込みが行われているが パイプラインで流し込

みが可能な液肥の量を超えると，コストが高くな

るバキュームカーによる散布に頼らざるを得な

い。その場合は当然液肥の散布費用は高くなり，

その分を農家に液肥代として負担を求めても，液

肥利用による農家の化学肥料費節約分を超えてし

まうと， A養豚場と農家の双方に便益がもたらさ

れる関係の構築は不可能となる。したがって， A

養豚場と農家の双方に便益がもたらされ，持続的

な取組の実施が可能なのは，液肥の散布費用が農

家の化学肥料費削減効果を上回らない範囲と考え

られる。

そこで本分析では，まずA養豚場が液肥を散布

するための総費用を推計する (21)。次に，仮に農

家が削減した化学肥料費をすべて液肥代としてA

養豚場に支払った場合の， A養豚場の総収入を推

計し，液肥の総費用と総収入の関係からA養豚場

と農家の双方に便益がもたらされる関係が構築さ
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第 11図 液肥貯留量の年間変動

資料.調査をもとに筆者作成

れ，持続的な取組が可能な飼養頭数範囲を特定す

る。

(3 ) 稲作と麦作での液肥の配分と液肥の輸送

距離

3. の分析では液肥利用は水田のみに限定した

分析だ、ったが， A養豚場から発生した消化液によ

る液肥は，周辺農家において稲作の他，米の裏作

である麦作においても利用されている。したがっ

て，ここでは稲作のほか，麦作への液肥散布も

考慮する。 3. の分析結果によると， A養豚場で

は27，500頭の豚を飼養しており，これらの豚か

ら排出されるふん尿をメタン発酵装置に投入し

た場合，消化液の量は 42，568t/年と推計されてい

る。 A養豚場では，消化液を貯留する 6つの貯留

池(ラグーン)を有し，発生した消化液は散布の

適期になるまでここに保管される。ラグーンでは

最大27，l00tの液肥を貯留することができる。

本分析では，以下の条件をもとにして稲作と麦

作における液肥散布量の配分を決めた。第一条件

として，これまで金壇市における液肥利用は，水

田における稲作を中心として行われてきたことを

反映させ，稲作における液肥散布を最優先とす

る。稲作における散布時期は 6月の元肥と 8月の

追肥の年2回であり，この場合，追肥後から翌年

6月の次期元肥散布までのおよそ 10ヶ月間に発

生する消化液はラグーンに貯留しておかなけれ

ばならない。この間に発生する消化液は 31，839t

と推計され，ラグーンの容量である 27，l00tを上

回ってしまう。このため， 6月の稲作における元

肥までの聞に少なくとも 4.739tを麦作で利用する

ことが求められる。本分析では，ラグーンに貯留

しきれない 4，739tを麦作に用い，残りの 37，289t

を稲作に用いるという前提で分析を進める。麦作

における液肥利用は， 10月に元肥， 3月に追肥

が行われる。このような条件のもとでの液肥貯留

量の年間変動は第 11図に示した。図に示される

とおり，上述のような条件下では6月の稲作の元

肥直前にラグーンの容量一杯まで液肥が溜まり，

それを稲作の元肥と追肥ですべて使い切ることと

なる。

稲作での液肥利用量 37，830tでの散布可能面積

は283.7haと推計されるが，現在は 20ha分につい

ては現在ラグーンからパイプラインを通じて液肥

散布が行われている。 3. の分析結果では，土地

の傾斜や既存のパイプライン敷設状況などから，

A養豚場からは最大で 31.9haまで既設パイプライ

ンによる散布が可能となることが明らかとなっ

た(22)。また麦作での投入量 4，739tでは 58.5haの麦

畑に散布可能と推計され，このうち 22.7haについ

てはパイプラインでの散布が可能となっている。

パイプラインで散布できない圃場への散布につい

てはバキュームカーで輸送して散布する方法が採

られる。詳細は後で述べるが，この事例の場合は

パイプラインの施設費用を考慮しでも，パイプラ

インでの散布の方が費用がかからないことから，

本分析では，まずパイプラインで散布可能な圃場

へ液肥を散布し，残りをバキュームカーで圃場ま

で輸送して散布することを仮定する。

稲作，麦作それぞれについて，パイプラインで

-38 
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供給可能な圃場面積とバキュームカー輸送が必要

な園場面積を示したのが第 6表，第7表である。

バキュームカー輸送が必要な圃場については， A

養豚場からの距離ごとに面積を示している。これ

を見ると，バキュームカーでの散布が必要な圃場

は稲作ではA養豚場から半径 2，l60m，麦作の場

合は半径 1，OOOmまでの範囲に収まっていること

がわかる。稲作と麦作合わせた聞場からの距離ご

との散布量は第8表に掲げた。

(4) 液肥供給の総費用と総収入の推計

1 ) 総費用の推計

前述の通り，液肥散布面積が稲作で 31.9ha，麦

作で 22.7haまではこのパイプラインでの液肥供給

が可能となる。それ以上の面積に液肥を供給する

場合には，バキュームカーを用いた散布となる。

ここでは，バキュームカーによる液肥散布の総コ

ストを算出するため，まずA養豚場で液肥を搭載

して圃場に流し込み，再び、A養豚場に戻って来る

第6表散布方法ごとの液肥散布面積(稲作)

(単位:ha) 

距離ごとの散布面積

累積散布面積パイプラインバキュームカー

散布面積 散布面積

パイプライン散布 31.9 31.9 
0-250m 34.5 ---- 2.6 

251るOOm 43.6 ---- 9.1 
バキューム 501-1.000m 80.8 ---- 37.1 

カー散布 1，001-1，500m 145.4 64.6 

1，50l-2，000m 240.1 ---- 94.7 

2，00l-2.160m 283.7 ---- 43.7 

合計 283.7 31.9 251.8 

資料.調査をもとに筆者作成.

注 バキュームカ一散布は圃場からの距離が近いところから

積算し散布面積合計が液肥供給可能な 283.7haになる

ところで打ち切っている.

第7表散布方法ごとの液肥散布面積(麦作)

(単位:ha) 

距離ごとの散布面積

累積散布面積パイプラインバキュームカー

散布面積 散布面積

パイプライン散布 22.7 22.7 

0-250m 25.4 一一 2.7 
バキューム

251-500m 33.7 ---- 8.3 
カー散布

50l-1，000m 58.5 --- 24.8 

合計 58.5 22.7 35.8 

資料・調査をもとに筆者作成

注.バキュームカ一散布は圃場からの距離が近いところから

積算し散布面積合計が液肥供給可能な 58.5haになると

ころで打ち切っている.
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までの所要時間を推計した(23)。

バキュームカーによる液肥流し込みの所要時間

については， A養豚場においてバキュームカーの

タンクに液肥を注入し， A養豚場から水固までの

移動，液肥の流し込み，水田からの復路の移動に

加え，ロスタイムを加えて計算する。まずタンク

への液肥注入に関しては，金壇市における計測

データがないため，著者の福岡県築上町における

ヒアリング結果から，液肥 3.5tの搭載に 4分所要

という実績をもとに比例計算し， 5tの搭載に 5.7

分かかると仮定とした。液肥の圃場への流し込み

の所要時間については，金壇市での実測データに

基づき計算した。実測データは 5t積みバキュー

ムカーによる流し込みに 15分かかっているので，

本分析でも 5t積みバキュームカーでの運搬を仮

定し，流し込みの所要時間を 15分とした。さら

に，作業員の車両への乗降，車両の転回等に要す

る時間として 5分を上記以外のロスタイムとして

加えた。

往復の移動距離については，次のように推計

した。まずA養豚場を中心とした半径 2，l60m

圏内にある水田面積は 283.7haと算出されたの

で， A養豚場から供給される液肥の施肥可能面積

283.7haは半径 2，l60m以内に収まることになる。

したがって，ここではA養豚場から半径 2，l60m

までの水田にバキュームカーで運搬すると仮定し

た。それでは，半径 2，l60m圏内にある圃場に液

肥を運搬するにはどのくらいの実走距離になるの

か。これを計算するため， A養豚場から主要道路

を利用して水田地帯を通過して半径2，OOOm地点

に到達する 8本のルートを設定し(24) その距離

を計測した。この結果， 8本のルートの迂回率は

第8表 A養豚場からの距離と液肥投入量(累積)

稲作での

液肥投入量

パイプライン散布 4，258.0 

0-250m 4，604.2 

パイプライン
0-500m 5.818.7 

0-1，000m 10，767.0 
+バキューム

0-1，500m 19，386.1 
0-2，000m 32，007.6 

カー散布

0-2.160m 37，829.5 

資料.調査をもとに筆者作成.

麦作での

液肥投入量

1，838.9 

2.059.1 
2，731.6 

4.738.6 

4，738.6 

4，738.6 

4.738.6 

(単位:t) 

合計

6.096.8 

6，663.4 

8，550.3 

15.505.7 

24.124.8 
36，746.2 

42.568.1 

注. 0-2.160mの作付面積は液肥投入量がA養豚場から供給可

能な 42，568.1tとなった段階で打ち切って計上した.
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要な車両数を算出し， 36台のバキュームカーが

必要という結果になった(第 10表)。稲作の追肥，

麦作の元肥および追肥では必要となるバキューム

カーはこれよりも少なく，かっそれぞれの散布可

能時期が重ならないため，液肥の散布には最大

36台のバキュームカーを用意すればよい(25)。

パイプラインの敷設に伴う費用については，

JICA内部資料によると敷設距離 1，200mで76，160

元となっている。これはすでに設置された施設で

あるため，液肥散布面積にいわゆる固定費用とし

て取り扱われるが，今後利用可能であろう年数の

20年を耐周年数として，定額法で年間費用に換

算した。可変費用となるバキュームカーによる散

布にかかる費用に関して，バキュームカーの購入

費については，バキュームカー 1台を 46万 1，538

元(26) とし，耐用年数を 15年として計算した(27)。

散布作業員の人件費はバキュームカー 1台につき

1名の作業員が必要と仮定し， A養豚場の作業員

と同等の賃金水準(月給 2，000元)を日割計算し

バキュームカーの必要台数と稼働日数を乗じて算

農林水産政策研究

平均1.37となり，この数値をもとに直線距離の

約1.37倍が実走距離であると仮定して移動距離

の計測を行った。移動にかかる所要時間の推計に

は，半径 500m以内が平均車速 20km/h，それ以

遠は 30km/hとして実走距離設定値を走行するの

に要する時間を算出した。

以上，液肥の流し込み作業による所要時間の推

計結果は第9表に示したが，液肥の流し込みの所

要時間は水田までの距離により 26分から 37分ま

での聞きがあることがわかった。

筆者らの現地調査によると，散布可能期間は稲

作の元肥の場合，水田を耕起した後に初めて水を

流し込む 2~3 日と田植から活着するころまでの

1週間くらいの合計 10日，追肥は 8月頃の同じ

く10日間となる。麦作の場合は稲作よりも散布

量が少なくかっ散布可能期間が 15日と長いため，

最も制約が厳しいのは，単位面積当たりの散布量

が多く，多量の液肥を輸送する必要がある稲作の

元肥である。分析では この稲作の元肥施肥期間

10日間にすべての水田で散布を終えるために必

(単位:分)

0-250m 

251-500m 

501-1，000m 

1，001-1，500m 

1，501-2，000m 

2，001-2，160m 

資料・調査をもとに筆者作成.

注(1) 移動については 500mまでは平均車速20km/h，それ以遠は平均車速 30km/hで計算した

(2) 流し込みについては 5t積みバキュームカーでの散布を仮定し，実測データに基づき 15分/5tを採用した

(3) ロスタイムは作業員の車両への乗降，車両の後退などの時間を想定し設定した
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第9表

液肥の

タンク注入

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

A養豚場からの距離ごとの水田面積と液肥施肥量，作業に必要な車両数(稲作)

(単位:t) (単位:台)

散布期間 (10日)内に終わ

らせるために必要な車両数

バキュームカー散布

穏肥 元肥

92.3 

438.9 

1，907.2 

3.719.5 

5，387.2 

3.561.7 

15，106.7 

第 10表
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-40一

散布量

パイプライン散布

元肥 穂肥

0-250m 248.8 165.9 

251-500m 439.2 292.8 

501-1，000m 1，748.0 1，165.3 

1，001-1，500m 必4.8 296.5 

1，501-2，000m 0.0 0.0 

三001-2，300m 0.0 0.0 

合計 2，880.8 1，920.5 

資料・調査をもとに筆者作成
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第 11表輸送距離・散布量ごとの総費用・総収入

バキュームカー
散布圃場 散布量 (t)総費用(万元)総収入(万元)

での輸送距離

パイプライン散布 6.097 0.4 8.7 
0-250m 6.663 3.5 9.6 
0-500m 8.5δo 6.8 12.4 

パイプライン
O-l，OOOm 15.506 19.7 22.3 

バキューム
0-1.500m 24.125 45.2 31.7 
0-2.000m 36.746 83.5 45.4 
0・2.160m 42.568 102.7 51.8 

資料:調査をもとに筆者作成

注.数値は稲作，麦作双方への液肥投入による合計値であ

カー散布

る.

出した。ふん尿の処理にかかる人件費について

は，現地調査で年間 81万元となっているが，こ

れは消化液の液肥としての利用の有無にかかわら

ず発生する費用であるため，ここでは養豚そのも

のの費用として考え，液肥散布の費用から除外し

た。散布量ごとの総費用の推計結果は第 11表に

示す。

2) 有償で液肥を販売した場合の総収入の推

計

筆者らが参加する本研究プロジ、エクトの分析結

果(未発表)から，稲作において元肥と追肥に液

肥を使用することで農家は 1.454元/haの化学肥

料費を節約することができる。現地農家ヒアリン

グ調査 (2012年 9月16日実施)によると，水稲

の単収や販売価格は化学肥料を用いた場合と変わ

らないため，農家が液肥を利用することによって

得られる便益はこの化学肥料費の節約分のみとな

る。また，麦作については，元肥，追肥合わせた

総費用・総収入万元/年
120 

化学肥料費の節約分は1.798元/haとなった。こ

れを液肥散布面積に乗じることでA養豚場の総収

入が計算される。推計結果は第 11表に示した。

総収入は面積に完全に比例しているが.A養豚場

から発生する消化液をすべて液肥として散布した

場合，総収入は 51.8万元となることが明らかに

なった。

(5) 総費用・総収入からみた液肥供給の持続

可能性の検証

1 ) 分析結果

液肥散布量を横軸に取った総費用曲線を第 12

図に示した。パイプラインで散布可能な 6.097tを

境に費用構造が大きく変化しており，パイプライ

ンによる散布にはほとんど費用がかからないこと

がわかる。また. 6.097t以上の散布量はバキュー

ムカーによる散布だが，バキュームカ一散布では

散布量が増えるにしたがって費用の増加幅が拡大

しており，これはバキュームカーによる散布では

規模に関する費用逓増が生じていることを示して

いる。

第 12図から，散布量が少ない範囲では総収入

が総費用を上回っているが散布量が一定の値を

超えると総費用が総収入を上回り， A養豚場は液

肥散布で赤字を発生させることになる。そのた

め， A養豚場は，液肥の散布によって収入が得ら

れたとしても，総費用が総収入と一致する点を

限度に液肥供給を行うことになる。総費用曲線

と総収入曲線が一致する点を求めると，散布量

が 16，880t，その際の液肥収入(=散布費用)は

100 
総費扇

80 

60 

40 

。。 42.568 
10，000 20，000 30，000 40.000 50，000 

第 12図 液肥散布量と総費用・総収入の関係

資料・調査をもとに筆者作成.
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第 12表液肥散布の総費用と総収入が一致する飼養頭数

液肥価格が化学肥 液肥価格が化学肥

料節約分の 100% 料節約分の 50%

液肥散布量 16.879.6 6、931.3
ふん尿発生 16.879.6 6.931.3 

うち親豚 1.534.5 630.1 t 

うち子豚 15.345.1 6.301.2 t 
総費用=総収入となる飼養頭数 11.290 4.636 頭

うち親豚 647 266 頭

うち子豚 10.643 4.371 頭

現行飼養頭数との比率 39% 16% 

資料.調査をもとに筆者作成.

注 親豚と子豚の割合は現状の 1:10として算出した

23.8万元と算出された。この 16.880tの液肥量を

豚の飼養頭数で換算すると. 11.290頭(うち子豚

10.643頭)となった。すなわち，液肥の散布によ

る費用と収入で考えた場合，経済的に成立可能な

飼養頭数は 11.290頭であり，現状の 27.500頭の

39%の飼養頭数規模に縮小する必要があることが

明らかになった(第 12表)。

A養豚場では，現在江蘇省政府からふん尿の処

理対策として飼養頭数の半減を命じられたが，液

肥の処理に関する経済的観点からは半減よりもさ

らに少ない 39%にまで飼養頭数を削減する必要

があることを示している。またこの数値は，同時

にA養豚場と農家の双方で経済的な便益が得られ

る最大の飼養頭数規模を示しており，農家との交

渉の結果，仮に農家が化学肥料費の節約分 100%

をA養豚場に液肥代として支払った場合の， A養

豚場の最大飼養頭数を示している。現実には液肥

代は無償提供から化学肥料費節約分の最大値であ

る稲作1.454元/ha，麦作1.798元/haまでの範

囲でA養豚場と農家との間の交渉によって決定す

るはずである。仮に，液肥代として得られる金

額が農家の化学肥料費削減分の 50%，すなわち

稲作 727元/ha，麦作 899元/haと仮定すると，

経済的に成立可能な飼養頭数は 4，636頭，現行飼

養頭数の 16%まで減少する(第 12表)。このよ

うに，現状の 27，500頭と比べると最大で 11，300

頭という飼養頭数規模は非常に小さなものでし

かない。そのため， A養豚場には液肥供給に関し

て， A養豚場と農家の双方で経済的なメリットが

得られる飼養頭数規模を拡大することが必要とな

る。

単位

2) 経済的に成立する飼養頭数の拡大策

A養豚場と農家の双方に経済的な便益が得られ

る飼養頭数規模の範囲を拡大するためには， どの

ような方策が考えられるだろうか。これには大き

く2つの方法が考えられる。 1つは液肥の総費用

を削減することである。この具体的方法として

は，パイプラインによる流し込み可能な面積を

増加させることである。第 12図に描かれている

とおり，パイプラインによる散布の総費用はバ

キュームカーに比べて圧倒的に低く，パイプライ

ンで流し込みが可能な面積をいかに増加させるか

が経済的に成立する散布可能面積を増やす鍵にな

ると思われる。現状では 31.9haがパイプラインで

の流し込みの限界と推計されているが，ポンプを

使うことでA養豚場よりも標高の高い水田にも散

布可能になるほか，管路橋を設置することで谷や

窪地を越えた範囲にまで散布が可能となる。総費

用を削減するもう 1つの方法は，バキュームカー

の購入費を削減することである。分析では新車の

バキュームカーを購入することを想定して推計し

たが，これを中古車で代替することにより，費用

の削減効果が生まれると思われる。ただし中古

車を購入した場合は新車で設定した耐周年数 15

年をより短く設定し直さなければならないため，

費用削減率よりも耐周年数の短縮率が上回れば，

逆に費用の増大を招くことに注意が必要で、ある。

A養豚場と農家の双方に経済的メリットが得ら

れる最大飼養頭数を増やすためのもう 1つの方法

は，液肥の単価を上げ，総収入を増加させること

である。これには，農家により高い液肥代を支払

うインセンテイブを与えることが必要で，農家が

液肥を利用することによる化学肥料費削減効果を

つU44 
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より向上させることが必要である。本分析では現

在一般的に行われている稲作への液肥利用を優先

させたシナリオで、分析を行っているが，より化学

肥料費節約効果が高い麦作に優先的に液肥を投入

し余剰分を稲作で用いるという方策も考えられ

る。溝を掘って液肥を流し込む散布方法のみなら

ず，そもそも麦作に液肥を投入する試みは現地で

も非常に珍しく，金壇市周辺の農家でしか行われ

ていない。そのため，麦への投入を優先させた液

肥利用に基づいた分析はここでの目的とはしない

が，化学肥料節約効果すなわち，経済性を優先さ

せた場合には，稲作よりも麦作への液肥の投入の

ほうが効果は高く，今後このような前提条件での

分析も必要となるかもしれない。

3) 現行飼養頭数維持のための方策

第12図を見ると，バキュームカーによる散布

が開始される 6.097tから急激に費用が増加し，液

肥の散布面積が増えるにしたがって費用は若干逓

増している。バキュームカーによる散布では規模

の不経済が生じていることがわかる。そのため，

赤字幅は散布面積の拡大に伴って増加し現行の

飼養頭数での液肥供給量42.568tのときは 51万元

の赤字となっている。

したがって，現状の飼養頭数を維持し

42.568tの液肥を供給しようとすると，この 51万

元の赤字は本業の養豚業から補填する必要があ

る。 A養豚場は年間 50.000頭の子豚を出荷してい

るが，これら養豚業からの収入を概算すると，年

間9.350万元と推計された(第 13表)。これを年

間の液肥供給の赤字額と比較すると，赤字額は養

豚業収入の 0.54%となった(お)。これは.A養豚場

が本業である養豚業の収入の 0.54%を液肥供給の

費用補填に充てれば，現行の飼養頭数を維持でき

ることを意味する。ただしこの 0.54%という数値

は，農家が化学肥料費節約分を 100%液肥代とし

て支払った場合のもので，現実的には農家が支払

う液肥代によっては，さらに補填額が増加する点

に留意が必要で、ある。仮に，液肥代として得られ

る収入が農家の化学肥料費削減分の 50%と仮定

すると，養豚業の収入の 0.82%の補填が必要で、，

さらに現状のように，農家から液肥代が全く得ら

れない場合には，総費用 103万元すべてを養豚収

入で補うことになり，その額は養豚収入 9.350万

元の1.1%に相当することが明らかになった。

以上により，現行の飼養頭数を維持した上で，

A養豚場と農家の双方に経済的な便益が得られる

関係を構築するには，養豚収入の 0.54~ 1.1 %の

補填が必要であることが明らかになった。最大で

1.1%という数値は比較的小さく見える。しかし

この数値は養豚業の利益ではなく総収入に占める

割合である。本来であれば，本業の利益に対する

割合で見るべきであるが.A養豚場の営業収入や

経常利益などのデータが得られなかったため，収

入を概算で、求めた上で、評価を行った。ヒアリング

調査によると，近年A養豚場では収支が均衡して

利潤の確保が難しくなっているとのことである。

したがって，利潤に占める割合で見ると相当に大

きな数値になることが予想される。

(6) 小括と限界

金壇市周辺で養豚業を営む経営者にとって，最

大の懸案事項はふん尿の処理問題である。これを

解決するためにふん尿またはメタン発酵後の消化

液を液肥として水田へ散布することで，ふん尿に

よる水質汚濁の低減と農家における化学肥料費の

削減，さらにメタン発酵装置からの電力供給とい

うメリットを得られる。しかし 5. の対象事例

第 13表養豚収入の概算と液肥赤字額の割合

液肥収入が化学肥料液肥収入が化学肥料

節約分の 100% 節約分の 50%

50.000 50.000 
17 17 

9.350 9.350 

51.0 76.8 
0.54% 0.82% 

位
一
年
匂
元
元

単
一
一
品
一
加
万
万

子豚出荷頭数

生豚価格

養豚収入

液肥赤字額

養豚収入に占める赤字額割合

資料:調査をもとに筆者作成.

注(1) ['生豚価格」は中国農業統計年鑑の 2008年4月の平均価格を用いた.

(2) ['養豚収入」は子豚の出荷体量を1l0kgとして計算した.

qa 
A
せ
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であるA養豚場の場合，液肥散布の費用と収入と

いう経済的な観点で， A養豚場と農家の双方が経

済的な便益を得られる関係を構築可能なのは，飼

養頭数が最大 11，300頭までと，現行の飼養頭数

の39%まで規模を縮小する必要があることが判

明した。 A養豚場と農家の双方が経済的な便益を

得られる関係を構築できる飼養頭数を増やすに

は，あまり費用のかからないパイプラインで液肥

を流し込むことができる水田面積をいかに増やす

かという点によるところが大きく，今後はポンプ

や管路橋を用いた，より広範囲の水田へのパイプ

ライン供給を検討すべきだろう。一方， A養豚場

が現行の飼養頭数を維持しつつ，発生する消化液

をすべて水田への液肥利用で処理するとした場

合， A養豚場が本業の養豚収入の 0.54~ 1.1 %を

液肥供給の費用に補填すれば， A養豚場と農家の

双方が経済的な便益を得られる関係が構築できる

ことカ宝明らかになった。

最後に，本分析の限界点を 1つ挙げておく，本

来液肥の供給は本業である養豚業から発生するふ

ん尿を処理するために行われるものである。その

ため，本来であれば液肥供給を本業から独立さ

せ，その費用と収入の関係からの経済的なメリッ

トが得られる飼養頭数規模を算出するのではな

く，養豚業の費用，収入も含めた養豚業全体の収

支での分析が必要となる。しかしながら， A養豚

場における養豚業に関する費用や収入の詳細な

データは企業の秘匿事項であり，現地調査でも入

手することができなかった。そのため，本分析で

は費用と収入が推計可能な液肥供給の部分だけを

取り出した。第 13表で推計した本業の養豚業の

収入もA養豚場から得られたデータではなく，公

表されている統計データから引用した数値を用い

た推計値である。養豚場全体で、の収支への影響を

十分に分析できない点が本分析の最大の限界であ

る。

6. おわりに

本稿では，金壇市における大規模養豚場を取り

上げ，養豚業から発生する家畜ふん尿をメタン発

酵し発生した消化液を水田で、液目巴として利用す

る取組について，液肥の供給可能面積を推計し

44 

た。さらに大規模養豚場のうちの 1つを事例とし

て取り上げ， GHG削減効果の計測，液肥供給の

経済的持続可能性の評価という 3つの視点から多

角的な評価を行ってきた。本稿では，まず家畜ふ

ん尿からのメタン発酵から発生する消化液を水田

において液肥として利用した場合，養豚場からど

の程度の範囲にある水固まで液肥散布が必要なの

かをパイプラインによる輸送とバキュームカーに

よる輸送とに分けて推計した。また，このような

メタン発酵およびそこから発生する消化液の液肥

利用の取組は，周辺水域の水質改善を一義的目的

として行われているものであるが，同時にGHG

削減効果を有している可能性もあり，この点につ

いて検証を行った。そして，今後継続的に水質汚

濁を防止するためには，この取組の諸効果を安定

的・持続的に発揮させることが必要で，そのため

の条件を検証してきた。本稿で取り上げた金壇市

の事例の場合，さらに，取組を持続させるために

は，取組主体である養豚業者と液肥を利用する農

家双方に経済的な便益がもたらされることが必要

である。本稿での分析は以上の背景のもと，上記

に掲げた①液肥の供給可能面積，②GHG削減効

果，③液肥供給の経済的持続可能性3つの視点か

らの多角的な評価を行った。

分析の結果，まず金壇市市内の 6つの大規模養

豚場については，液肥の受け入れも養豚場からお

おむね 2，300mと比較的近距離で可能で、あること

が示された。また，今回取り上げたA養豚場にお

けるメタン発酵および水田での液肥利用の事例で

は，メタン発酵施設を導入する前に比べ 64.8%の

GHG削減効果を有し，さらに，液肥供給の費用

と収入から考えた場合，経済的に成立する最大の

飼養規模は現行の 39%であり，それ以上の飼養

規模を維持する場合には 本業である養豚業収入

の最大で 1%程度を液肥供給に補填することが必

要になることが示された。

本稿は， CDMを想定して中国を対象に行った

分析結果であるが，同様の多角的評価は日本国内

における温暖化緩和策の事例にも当てはめるこ

とが可能である。その場合も，①原料供給可能

量，廃棄物受け入れ可能量といった原料の物理的

評価，②GHG削減効果の計測，そして③経済的

な影響評価の3点はかような取組の持続的な実施
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に不可欠と考えられる。このような多角的視点を

提案することで，我が国におけるバイオマス利用

促進策や温暖化緩和策の効果を事前に厳密に精査

しこれらの取組がより持続的なものになること

が期待される。

[付記]

本稿は，農林水産政策研究所温暖化プロジ、エク

ト研究資料第 1号第6章「温暖化緩和策としての

家畜ふん尿の液肥利用の多角的評価一中国江蘇省

金壇市を事例として-J (平成26年3月)の内容に，

再度議論を重ね加筆修正したものである。

また，宇宙航空研究開発機構(JAXA)と東北

大学農学研究科米津千夏准教授の間のALOSデー

タ利用公募型共同研究契約によって]AXAから提

供されたデータの一部を用いた。

注(1) 本稿は，筆者らがメンバーとして参加した文部科学省

科学研究補助金(基盤研究 (B)課題番号 22380121)Iコ

ベネフィット政策に向けた日中共同実証研究ー有機性廃

棄物と水質汚染防止一J(平成 22~ 24年度，代表者:矢

部光保九州大学大学院教授)の成果の一部を用いて執筆

したものである。

(2) 豚出荷頭数については『金檀年鑑』の 2002年版と

2011年版から，畜産生産額については『金壇市国民経済

和社会発展統計公報.12002， 2011年版からデータを引用

した。

(3) 家畜ふん尿による水質汚濁の問題については，前田他

(2012)で詳しく解説されているほか，太湖の水環境問題

や環境政策に関しては，大塚 (2012)に詳しい。

(4) 2007年の時点で金壇市において飼養頭数2，000頭以上

の養豚場は 8つであり(金壇市 (2011a))，今回対象と

した養豚場は，年間飼養頭数が5，000頭以上と推計され，

上記8養豚場のうちの 6っと考えられるために，金壇市

の中では大規模な養豚場に区分できる。また， 3. (3) 

1 )の推計結果では，当該6養豚場の年間飼養頭数はお

よそ 13万顕であると推定され，飼養頭数と出荷頭数とい

う違いはあるが，金壇市の年間出荷頭数23.4万頭(金壇

市 (2011b))の半数に及んで、いる。

(5) ここで半径2.5kmの水田分布のマッピングとしたのは，

解析の時に半径 2.5kmまでの円状のポリゴンを利用して

土地被覆面積を解析したためである。土地被覆の分析は，

一度に解析する面積が大きくなる程精度が落ちる傾向に

あるために.予備の分析を数度行い，散布可能な水田面

積を解析するのに必要最小限の範囲(今回はおおよそ

3kmとした。)を切り出して分析を行い， 2.5kmの円状

のバッファーポリゴンを利用した。

，
戸
川

υ4
 

(6) 本分析の消化液の散布量は，消化液に含まれる窒素の

濃度をベースに推計した。メタン発酵消化液は窒素濃度

がリン酸やカリと比べて高く，最も濃度が高い窒素を基

準にして施肥設計を行う必要があったためである。ただ

し家畜ふん尿由来の消化液にはリンやカリも含有され

ており，水稲の栽培においてメタン発酵の消化液を利用

した場合でも，化学肥料による生育と遜色のない生育を

示すことが報告されている (Phayomet al. (2012) )。

(7) 柚山他 (2007)では，いくつかのメタン発酵事業の原

料および消化液の成分の変化を検証している。そこでは，

消化液の炭素含有率はメタン発酵により減少するが，全

窒素については原料と消化液では含有率の変化は 70%~

100%であり，全窒素含有率に変化のない事例が多く見受

けられた。また，農村工学研究所(2012)においては， Iメ

タン発酵において，原料に含まれる肥料成分の窒素，リ

ン，カリウムは，ほぼ全量が消化液に移行するため，そ

の成分はメタン発酵の成分組成を反映する」としている。

そこで本分析では，メタン発酵による窒素含有率の変化

は無いものとして計算を行った。

(8) 作物は施用した肥料や有機物由来の養分のすべてを利

用できるわけではなく，施用した一部は溶脱・脱窒・揮

散などにより土壌から損失する。また，肥料成分の利用

率は，気象や土壌の条件，施肥位置や肥料形態などに

よって大きく異なる(金田 (2005))。今回，金壇市にお

いては，水稲による肥料の利用率が60%となり，残りの

40%は溶脱・脱窒・揮散などにより水稲に利用されるこ

となし環境中に放出される。

(9) 金壇市が推奨している元肥と追肥の割合は，化学肥料

をベースとするものである。しかし有機肥料も化学肥

料もその施肥設計は単位面積当たりに投入される肥料成

分の量によるものであり，この面では有機肥料も化学肥

料も変わらない。さらに，メタン発酵消化液は，含有窒

素の約半分が速効性の肥料成分であるアンモニア態窒素

であり(農村工学研究所(2012))，肥料の持続期間が短く，

幼穂形成期の追肥として適している。また，液肥はj産j飯

水と混合して投入するために，追肥作業としても効率的

な施肥方法であると考えられる。

(瑚パンシャーブンとは，高分解能白黒画像と低分解能カ

ラー画像を合成して，高分解能のカラー画像データを作

成することである。これにより，スベクトルの情報と形

状の情報を同時に参照できるため，個別の植生群落や自

然物の詳細な識別に適している。しかし厳密なスペク

トル情報は失われているので，スペクトルを利用した解

析には適さない(赤松 (2007))。

(11) ポリゴンとは，多角形からなるデータであり，各頂点

が座標値で管理されているベクタデータのことである(高

橋他 (2005))。

(12) バッファーポリゴンとは，あるラインやポリゴンの全

周囲から，指定した距離に緩衝領域(バッファー)を発

生させて作成した新しいポリゴンのことである(佐土原

他 (2005))。
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(13) 画像の分類とは，画像に含まれる対象物をクラスある

いはカテゴリと呼ばれる複数の種類に区別する処理のこ

とである(島田 (2007))。そして，教師無し分類とは無

作ために抽出した画素データをクラスタリングなどの手

法により比較的等質と考えらえるグループに機械的に分

割する教師なしトレーニング(村上 (2004))により各画

素をクラス分けした画像を作成する。その画像を，ユー

ザーの定義によって各土地被覆へ再分類することをいう。

(14) 本分析では計測の方法論のみを用いて計算するに留

まっている。 CDMの「ベースラインシナリオ」の特定に

必要な投資分析やベースラインシナリオの改定等に関し

ては行っていない。

(1司 CDMの詳細については，地球環境センター (online)， 

地球環境戦略研究機関 (onlineb)，環境省 (2007)が

詳しい。また， CDMの具体的事例や適用可能性につい

ては，地球環境戦略研究機関 (onlinea)，農林水産省

(online)や林野庁 (2012)を参照されたい。なお， GHG 

削減量の計算は，地球環境戦略研究機関 (onlinec)から

ダウンロードできるAMS-ill. D. ver 18のファイルを用い

て計算を行っている。

(1同 気候変動枠組条約の附属書 Iに記載される締約国を附

属書 I固という。附属書 I国は，韓国とメキシコを除く

OECD加盟国と移行経済期の旧ソ連や東欧諸国から構成

されている。また，附属書 I国はGHG削減やプロジェク

トに関する報告義務もある国である。

(1カ 非附属書 I国とは附属書 I回以外の国をいう。 CDMに

おいては，簡単に非附属書 I国を「ホスト国H途上国J，

附属書 I国を「投資国Ji先進国」と呼ぶこともある。また，

非附属書 I国は，附属書 I国のようにGHG削減や様々な

報告義務を負うこともない国である。

岡本来ヒアリング調査で得られたデータを利用すること

が望ましいが，企業側は企業の利益や税金に直結する質

問項目に対しては，唆味に回答するケースや異なる値を

回答するケースが多い。また， A養豚場では中国政府か

ら飼養頭数を半減するよう指示を受けており，建前上は

その指示にしたがっていることになっているが，実際に

は飼養頭数を削減せずに生産を継続している。このよう

なことから，建前上のデータと実際のデータに不整合が

生じている可能性がある。なお， 20日年 1月4日のA養

豚場への調査では，母豚の飼養頭数が 2，500頭であるこ

とを聞き取っており，これは 6養豚場へ母豚を卸してい

る卸業者へのヒアリング調査の値と一致している (2012

年5月16日実施)。このことからも，バイアスのかかっ

た出荷頭数データよりも，両業者で一致した母豚の飼育

頭数テ」タの方が信頼性の高い情報と判断できる。

(1め UFNCCC (online b)では， AMS-ill. D. ver.18を適用

するにあたって重要な条件があるとしている(ラグーン

の深さが最低 1m，畜舎から取り除いた後のふん尿の貯

蔵期聞が45日以内，嫌気性消化システムにおけるふん尿

の最低保管期間が 1ヶ月以上，ふん尿を自然水域に排出
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していないなど)。本分析では複数回のヒアリング調査を

行ったが，上記条件に対応した回答を明確に応えて貰う

ことはできなかった。そのため， AMS-ill. D. ver.18の計

測を本分析に適用するための条件は整っていないが，本

分析での計視ijはあくまでも試算であり，厳密な結果では

ないことに留意して頂きたい。

側発生したメタンガスから発電した電力については，売

電するようなことは無く，蓄電池などで蓄電をすること

もない。発生した電力はすべてプロジェクト境界内で消

費されており，不足分を購入している状態である。

制化学肥料費，液肥散布の総費用は共に肥料の購入費，

散布にかかる機材など，人件費を含むものである。しか

し本分析において，当該地域の化学肥料散布にかかる

費用と人件費を把握することができなかったために，本

分析における化学肥料費は，肥料の購入費のみを対象と

した。

回 渡 部 (2002)によると，メタン発酵の消化液の発生量

。は投入したふん尿量とほぼ同量である。

闘 金壇市周辺の農家では，稲作においては水田への水路

を使って直接液肥を流し込んでいる。また，麦作につい

ても畑の聞に講を掘りそこに直接液肥を流し込む方法が

採用されている。

凶水田では用水路に液肥を流し込むので， 2，300mの距離

にある圏場でも最も遠い場所まで液肥を運搬する必要は

ない。そのため，本分析では最も遠い水田でも 2，OOOmの

距離を液肥運搬すれば良いと仮定し， A養豚場から半径

2，OOOm地点に到達するルートで実走距離を計測した。

同養豚場付近の一部の場所にバキュームカーが集中する

ことも想定されるが，液肥の積み込みに要する時間は 5.7

分と，バキュームカーが養豚場と圃場を 1往復するのに

要する時間26.4 ~37.5分の最大1/5程度である。したがっ

て，最悪の場合，養豚場には 36台のうちの 115，7台程

度が集中することも考えられるが，養豚場の広さを考え

ると，この程度の台数は十分許容範囲と考える。さらに，

液肥の積み込みはバキュームホースをラグーンに入れて

吸い上げる方式なので，特段設備が必要なものではなく，

ラグーンの数と広さを考えると， 7台同時の積み込み作

業も十分可能で、あると考えている。

位。 モリタエコノスにおける 3t積みバキュームカーの中国

販売価格 600万円を 1元=13円で換算した値である。本

分析では 5t積みバキュームカーで設定しているが， 5t 

積みの価格データが入手できないため， 3t積みで代用し

た。

間 日本における税法上のバキュームカーの耐周年数は 4

年とされているが，実際の使用年数と大きな開きがある

ため本分析では実際の使周年数データとして 15年を用い

た。日本では通常，車両の使用年数は 10年程度とされて

いるが， 15年を採用した理由は以下の 2つである。第 1

に，分析上の推計で、はバキュームカーの使用は基肥と穂

肥の時期の 10日，年 20日程度であり， 1台当たりの走
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行距離も最大で年間 982kmと稼働日数，走行距離とも非

常に少なく使用年数が長くなると考えたためである。第

2に日本のバキュームカーの中古車市場を見ても.10年

落ちの車両も多数出回っており，これらの中古車でもあ

と5年程度は十分使用可能と考えたためである。

ω) 中国における生豚価格は変動が大きく.2008年4月の

平均価格 17元/kgは比較的高水準の価格である。仮に

最低価格9.6元/kgを用いた場合でも，赤字額の割合は

液肥収入が化学肥料節約分の 100%の場合は1.3%.50% 

の場合でも1.74%と，養豚収入に占める赤字額の割合は

わずかとなっている。
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Multi-Dimensional Assessment of Liquid Fertilizer Utilization 

of Methane Fermentation 0 igestion 

-A Case Study in Jintan， Jiangusu in China一

Daisuke KUNII， Yoshifumi TAKAHASHI*， Takashi HAYASHI， Munehiro TANAKA紳

Summary 

The purpose of this study is the multi-dimensional assessment of livestock waste utilization to 

methane fermentation digestion in paddy fields. This study is a case study of piggeries in Jintan， 

Jiangsu， China. We estimated this case study from resource， environmental， and economic aspects. 

These aspects are as follows; (1) We estimated the farmland area which the liquid fertilizer supplies 

for， (2) We measured the effect of reducing greenhouse gases (GHG) for climate change mitigation 

and， (3) We evaluated economic rationality for the sustainability of liquid fertilizer supply. 

As for the results， (1) we focused on the six large-scale piggeries in Jintan. It was possible that 

all of the liquid fertilizer was able to be applied to paddy五eldswithin a radius of 2，300m from each 

piggery. (2) At the A piggery， which is one of these piggeries， GHG reduction by the introduction of 

methane fermentation was 10，785t-C02eq/yr and the reduction rate was 64.8% . (3) Taking the break-

even point into account， we revealed that the maximum economical farming scale was 39 % of the 

present scale in the case of the A piggery. When the owner kept the piggery scale more than 39% ， 

it was necessary to make up for up to 1 % of expense to liquid fertilizer supply from the hog raising 

business. 

The introduction of such multi-dimensional assessment can contribute to the prior close inspection 

of the policy such as the promotion of biomass utilization and easing of global warming. In addition， it 

also contributes to the activities for these policies becoming sustained. 

Keywords: livestock waste， methane fermentation， liquid manure， multi-dimensional assessment， 

sustainability， Clean Development Mechanism 
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