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5.1. 茶の WFP 評価手法検討に係る基本的考え方 

 農林水産省「水資源循環の見える化」調査・検討事業においては、農林水産業がもつ水

源涵養等の多面的機能をふまえたWFP算定手法の検討を目的として、平成25年度は木材、

平成 26 年度は水稲（コメ）を検討対象品目として検討を行ってきた。 

 今年度は「日本茶」を対象品目として、ケーススタディの実施、“こだわりの取組”によ

る WFP 改善効果の検証を行う。具体的な検討項目は、以下の通りである。 

 

① 茶の WFP 評価手法の検討にかかる基本的考え方 →5.1 参照 

 本調査において評価対象とするシステム境界、評価で用いる手法等を整理した。 

 

② インベントリデータ整理の考え方 → 5.2 参照 

 茶の WFP 評価に当たって、データが得られなかった場合の推定方法や参照する文献等に

ついて整理した。 

 

③ ケーススタディにおける WFP の算定 → 5.3 参照 

 企業提供データに基づき、1,000ml 紙パック緑茶製品製造に係る WFP を算定した。 

 

④ 茶園の“こだわりの取組”による WFP 削減効果の評価 →5.4 参照 

 施肥量削減の取組等、茶園における環境配慮の取組を実施した場合の、WFP の変化を検

証した。 

 

⑤ 茶の種類（紅茶）および生産地による WFP の比較 →5.5・5.6 参照 

 緑茶と紅茶の栽培、荒茶加工時に係る WFP の異なる点、生産地の違いによる WFP 算定

結果の異なる点について整理した。 
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 基本方針 5.1.1.

本業務においては、茶生産に係る品質向上や環境配慮の“こだわりの取組”によって、

どの程度 WFP が変動するか、取組の評価指標として活用することを前提に評価手法の検討

を行う。 

 影響領域は直接的及び間接的水消費量に対する WFP と、水質の WFP の二つの影響領域

を評価対象とする。評価範囲は、次節に示す通り生葉生産段階における茶園及び荒茶工場

を対象とする。 

 

 システム境界 5.1.2.

 茶のライフサイクルのうち、本業務において評価対象とする範囲（システム境界）を図

表 5-1 に示す。 

 

 
 

図表 5-1 茶のライフサイクルと本業務で手法を検討する範囲 

※赤点線が評価対象とする範囲 

 

 投入資材として、肥料、農薬、被覆資材の製造・輸送に係る水消費は対象外とする。 

 また、ISO14046 では、「異なる地点におけるオフセット」は認められていないが、工

場施設によっては、地下水浸透の取組等を通じて、取水した水をオフセットする取組

を行う事例もある。 

 同じ敷地内で地下浸透の取組を実施している場合は、取水地点と同じ場所でオフ

セットしているとみなし、地下浸透量分を差し引く考え方も可能である。 
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 評価で用いる手法 5.1.3.

 本業務において用いるインベントリデータ及び影響領域ごとの評価手法を図表 5-2 に

示す。 

 水消費に係る WFP ではインベントリデータに水消費原単位を乗じることにより水量

換算を行う。 

 水量の影響評価の手法としては、ISO TR14073（TR 事例集）の Example F35（以

下、TR F 手法）を用いる。 

 水質の WFP については Example I（以下、TR I）と LIME2 における富栄養化の

特性化係数を用いる。 

 「水使用量・消費量データベース（ver.2）」を用いる。 

 なお、基本的に「使用量」等で情報が得られることが多いが、本ケーススタディ

で使用する原単位は 2005 年の産業連関表に基づき算定された「生産額あたり水消

費量（m3/百万円）」である。 

 したがって、インベントリデータに原単位を乗じる際、インベントリデータに各

項目の単価を乗じる必要があるが、この時使用する単価は原単位表に合わせて

2005 年のデータがあればそれを優先して使用することとする。 

 

図表 5-2 本業務で用いるインベントリデータ及び評価手法の概要 

評価対象 インベントリデータ 原単位 影響評価手法 

水量の WFP（直接） 生葉生産段階における茶園およ

び荒茶工場の水収支 

東京都市大学伊坪研究室 

「水使用量・消費量デー

タベース（ver.2）」36 

TR F 手法 

水量の WFP（間接） 生葉生産段階における茶園およ

び荒茶工場の投入資材・エネルギ

ー等 

水質の WFP 生葉生産段階における茶園およ

び荒茶工場からの栄養塩類等の

流出量 

－ TR I 手法 

 

  

                                                   
35 農林水産省（2013）平成 26 年度「水資源循環の見える化」調査・検討事業調査報告書においては、TR 

F は旧 TR B 手法として、TR I は旧 TR F として掲載されている。TR の WD 修正作業の過程において

Example の順番が入れ替わっている。 
36 http://www.yc.tcu.ac.jp/~itsubo-lab/research/water_db.html 
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 水量の WFP 算定手法 

  TR F 手法は、Water scarcity に対する環境負荷量を、降水量の世界平均値（1,000 

mm/year）を基準として換算・表現した WFP 算定結果が得られる。 

また、降水（precipitation）、表流水（surface water）、地下水（groundwater）それぞ

れの取水源ごとの water scarcity の違いを、WFP 算定結果に反映させることができる手法

である。 

 

𝑊𝑠𝑐 = 𝐶𝑅𝐹 ∙ 𝛼𝑅𝐹 + 𝐶𝑆𝑊 ∙ 𝛼𝑆𝑊 + 𝐶𝐺𝑊 ∙ 𝛼𝐺𝑊 

W SC：Water scarcity Foot-Print [ m3 / 年] 

C RF：降水（precipitation）からの水消費量 [ m3 / 年] 

α RF：降水に関する 地域ごとの特性化係数（local characterization factor）[－] 

C SW：表流水（surface water）からの水消費量 [ m3 / 年] 

αSW：表流水に関する 地域ごとの特性化係数 [－] 

C GW：地下水（groundwater）からの水消費量 [ m3 / 年] 

a GW：地下水に関する 地域ごとの特性化係数 [－] 

図表 5-3  TR F 手法の算定式 

 

 水質の WFP 評価手法 

 窒素収支における「溶脱量」が地下水等の水質に影響を与える。この溶脱量と以下に示

す特性化係数の積が水質への影響として算出される。 

 

図表 5-4 TR I 手法に基づく特性化係数の設定 

対象物質 
水質基準 

（㎎/L） 

特性化係数

（L/㎎） 
備考 

硝酸性窒素と 

亜硝酸性窒素 
10 0.1 環境基準 

* 特性化係数は、水質基準の逆数に相当する。（単位換算すると 100,000m3/kgN） 
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5.2. インベントリデータ整理の考え方 

 基本方針 5.2.1.

 各ライフサイクルにおいて、水および投入物資・投入エネルギー（以下、一次デー

タという）を整理する。 

 投入物資・投入エネルギーについては、間接的に消費した水として計上する。 

 これら一次データは、観測データがある場合にはそのデータを用いて、無い場合に

は文献調査の結果を参考に推計を行う。 

 データを観測した際の条件等は別途記録しておく。 

 

本節においては、直接データが得られなかった場合のインベントリデータの推計方法につ

いて整理する。 
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 原料調達段階（成木園）における水消費量算定の基本的考え方 5.2.2.

（1） 成木園における直接的な水の消費 

 FAO の作物係数を用いた茶園からの蒸発散量の推計 

 降水及び灌漑水消費量の推計は、一日あたり基準蒸発散量に作物ごとの蒸発散量の比

率（作物係数）を乗じて、茶園からの蒸発散量を推計する。 

 降水量が蒸発散量以上の場合は、蒸発散量はすべて降水量で賄われると仮定し、

これを降水からの消費量と考える。また、降水量が蒸発散量よりも小さい場合は、

不足分を灌水すると仮定して、降水量が降水からの消費量、不足分が河川水（表

流水）からの消費量とみなす（図表 5-5）。 

 ただし、茶園においては、その日に雨が降らずとも、土中に一定量の水分があれ

ば茶樹は土中水分を利用するため、灌水の必要がない。したがって、日単位に蒸

発散量と降水量を比較するのではなく、月単位で評価することとする。 

 なお、茶園においては新芽が生育する 4~10 月の間に一定量の降水が必要とされて

いることから、本推計手法に基づき茶園における蒸発散量を推計する場合は、4~10

月を対象期間とする。 

 したがって、評価年における降水量、蒸発散量、降水からの消費量、河川水から

の消費量の各合計値を 4~10 月を対象に月別に算定し、図表 5-5 の考え方に基づき

降水からの消費量および河川水からの消費量を算定する。 

 降水量及び基準蒸発散量は、農業技術環境研究所の「モデル結合型作物気象データベ

ース」37を、基準蒸発散量に対する作物係数は Richard G. Allen “FAO Irrigation and 

drainage paper 56”38から引用する。 

 作物係数は作物ごと、3 段階の生育段階ごとに設定されており（図表 5-6）、成木

園においては、作物係数 Kcmid（1.00）を用いる。 

 

 

図表 5-5 茶園の直接的な水消費量設定の考え方 

𝑃 ≥ 𝐸𝑇, 𝐶𝑅𝐹 = 𝐸𝑇, 𝐶𝑆𝑊 = 0 

𝑃 < 𝐸𝑇, 𝐶𝑅𝐹 = 𝑃, 𝐶𝑆𝑊 = 𝐸𝑇 − 𝑃 

𝑃:降水量、𝐸𝑇＝蒸発散量、𝐶𝑅𝐹＝降水からの消費量、𝐶𝑆𝑊＝河川水からの消費量 

                                                   
37 http://meteocrop.dc.affrc.go.jp/ 
38 Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and 

drainage paper 56 
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図表 5-6 作物の生育段階ごとの作物係数 

 

 FAO の作物係数を用いた手法の妥当性の検証 

 文献値に基づく茶園の蒸発散量と、FAO の作物係数を用いた蒸発散量の推計結果の比

較を行い、FAO の作物係数を用いた手法の妥当性を検証する。 

 検証に用いる文献の概要を図表 5-7 に、文献の調査対象期間における降水量データを

使用した FAO の手法に基づく蒸発散量算定結果を図表 5-8 に示す。 

 

図表 5-7 検証に用いる文献の概要 

文献名 
松尾ら（2000）窒素フロー収支からみた

畑地施肥量削減の効果－茶畑の事例－ 

茶園の立地 福岡県南部の丘陵地帯（標高 80-100m) 

年平均降水量 1,887 ㎜ 

年平均気温 16.0℃ 

土壌 褐色森林土壌 

試験地の茶園面積 7.51ha 

蒸発散量の測定（推計）手法 
Thornthwaite39式 

（実測した気温から可能蒸発散量を推定） 

調査対象期間 
第 1 調査年：1997 年 6 月-1998 年 5 月 

第 2 調査年：1998 年 6 月-1999 年 5 月 

蒸発散量（mm）* 
第 1 調査年：446 

第 2 調査年：483 

* 原著では、調査対象期間に示す 1 年間分のデータを取得しているが、ここで

は妥当性検証に用いる 4~10 月の蒸発散値を示している。 

  

                                                   
39 Thornthwaite 法は、気温のみで可能蒸発散量を推定できる利点がある。 
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図表 5-8  FAO の作物係数による蒸発散量の算定結果40 

月 

第 1 調査年 

（1998 年 6 月～ 

1999 年 5 月） 

第 2 調査年 

（1997 年 6 月~ 

1998 年 5 月） 

4 57 52 

5 80 71 

6 54 65 

7 81 74 

8 91 90 

9 78 62 

10 43 46 

合計 484 460 

 

図表 5-9 文献値と推定値の比較 

データ元 蒸発散量 

ET（mm） 

文献からの引用 446～483 

FAO の手法に基づく算定 460～484 

 

図表 5-9より、文献値では 4～10月の蒸発散量が 446～483㎜であるのに対し、FAOの手法

により推計した文献と同じ期間の蒸発散量は 460～484㎜であり、同等の結果となることを

確認した。 

 

  

                                                   
40農業技術環境研究所の「モデル結合型作物気象データベース」のうち黒木（福岡県）の気象データを使用 
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 スプリンクラーを用いた防霜対策（散水氷結法）で使用する水の推計 

 スプリンクラーを用いた散水氷結法により防霜対策を行う場合、3～4t/10a/hr の散水

量 26、一晩で最大 30t/10a 必要と言われている41。 

 一年間の茶園管理において、防霜対策を実施するのは、主に一番茶摘採前と初冬

期である。 

 なお、当該技術は地域によって、導入状況が異なる。一部の地域においては、本

技術を導入するとしても一番茶摘採前の時期のみの稼働となる42（初冬期の防霜対

策は行わない。）。 

 

図表 5-10 スプリンクラーによる防霜対策の稼働時期等 

時期 稼働条件等 稼働日数 

一番茶摘採前 摘採 45 日前から摘採開始時までの間で、例えば気温が 2℃にな

るときにスプリンクラーが稼働するようにセンサーで設定、気温

が日の出後に 5℃程度上昇するまで散水。 

12 日43 

初冬期（秋冬期） 初霜が下りる時期から恒常的に平均気温が 10℃を下回る時期 約 20 日 

（初霜を 12月 10日として

月末まで稼働すると仮定） 

 

 評価対象年の気象条件によって、スプリンクラーによる散水が実施される日数は変動

するが、仮に上記の稼働日数を参考にすると、一年あたりにスプリンクラーを用いた

防霜対策を行う際に消費する水は下記の通り算出される。 

 

図表 5-11 散水氷結法にかかる水量の推計 

【一番茶摘採前と初冬期に散水氷結法で防霜対策する場合】 

30𝑡/10𝑎/日 ×（春期防霜日数 12日+秋冬期防霜日数 20日） = 960𝑡/10𝑎/年 
 

【一番茶摘採前のみ散水氷結法で防霜対策を実施する場合】 

30𝑡/10𝑎/日 ×（春期防霜日数 12日） = 360𝑡/10𝑎/年 

 

 なお、スプリンクラーの利用には、十分な水源があること等、一定量の水量確保が重

要となり、それに伴うコスト面での負担が課題として指摘されている。 

 そのため、最近では散水間隔を変えることで同等の防霜効果を維持しつつ散水量を 6

割節水した事例等、節水型散水法の開発が行われている。 

 節水型の散水氷結法に係る事例は、5.4.6 にて後述する。 

  

                                                   
41 http://www.mate.pref.mie.lg.jp/tea/kanrimanual/510.htm 
42 静岡県立大学食品栄養環境科学研究院 茶学総合研究センター長 中村順行教授へのヒアリングに基づ

く。 
43 堀川知廣（1981）茶園における散水氷結法による凍霜害防止 
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（2） 成木園における間接的な水の消費 

 茶園での管理作業に係る間接的な水消費 

 成木園における管理作業は、施肥管理の他には、土壌管理として深耕や中耕、防霜対

策、干害対策等がある。 

 特に防霜対策は、防霜ファンを使用する地域と、スプリンクラーによる散水氷結

法を用いる地域がある。 

 作業体系の異なる主要生産地域で、それぞれ実施する作業や必要エネルギー等につい

てまとめた既存事例44を参考に、成木園での管理作業に係る間接的な水消費の算出方法

について下記にまとめた。 

 防霜ファンを使用する地域とスプリンクラーを使用する地域における、単位面積

あたり生葉生産量を図表 5-12 に、地域ごとの作業体系を図表 5-13 に、栽培プロ

セスごとの使用エネルギー量を図表 5-14 および図表 5-15 に示す。 

 

図表 5-12 作業体系の異なるモデル地域の単位面積あたり生葉生産量45 

概要 防霜ファン使用地域 スプリンクラー使用地域 

生茶生産量[kg/10a/year] 873 1,520 

 

図表 5-13 モデル地域の作業体系 44 

概要 防霜ファン使用地域 スプリンクラー使用地域 

経営状況 男 2、女 1 の家族労働、茶専作、共同工場 

作業体系 
可搬型摘採機、 

歩行型管理機 

乗用型摘採機、 

乗用型管理機 

防除 動力散布機 スプリンクラー 

防霜 防霜ファン スプリンクラー 

圃場数 10 5 

通作距離[km] 1.5 1.5 

 

 

  

                                                   
44 独立行政法人農業環境技術研究所（2006） 「環境影響評価のためのライフサイクルアセスメント手法」 

研究成果報告書「茶栽培におけるＬＣＡの農業生産技術への適応」より引用。原文では、「防霜ファン使用

地域」は東海地域を、「スプリンクラー使用地域」は南九州地域を想定して整理している。 
45 農林水産省（2015）平成 25 年産茶生産量等（主産県） 
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図表 5-14 作業体系の異なるモデル地域の栽培プロセス及び使用エネルギー44 

プロセス 単位 

防霜ファン 

使用地域*1 

スプリンクラー 

使用地域 

使用量 燃料 使用量 燃料 

施肥 L/10a/年 1.5 ガソリン 1.0 軽油 

施肥（スプリンクラー） kW/10a/年 －*1 － 27.2 電力 

耕うん L/10a/年 2.5 ガソリン 0.89 軽油 

整枝 L/10a/年 1.9 ガソリン 8.3 軽油 

摘採 L/10a/年 3.0 ガソリン 4.1 軽油 

生葉運搬 L/10a/年 2.8 軽油 2.8 軽油 

土壌改良剤 L/10a/年 0.22 ガソリン 0.50 軽油 

深耕 L/10a/年 0.48 ガソリン 0.50 軽油 

防除 L/10a/年 4.8 軽油 3.2 軽油*2 

敷き草刈り L/10a/年 1.2 ガソリン 1.2 ガソリン 

防霜 kW/10a/年 250 電力 68.0 電力 

茶園巡回 L/10a/年 1.3 ガソリン 0.18 ガソリン 

通作（機械運搬） L/10a/年 3.1 ガソリン 0.6 軽油 

*1 防霜ファン使用地域ではスプリンクラーの利用なし 

*2 スプリンクラー使用地域については、防除 A と B の合計値 

 

図表 5-15 作業体系の異なるモデル地域の使用エネルギー（燃料別） 

燃料 単位 

使用量（物量/10a/年） 

防霜ファン使用

地域 

スプリンクラー

使用地域 

ガソリン L 15 1.4 

軽油 L 7.6 22 

電力 kWh 250 95 

 

 

 水消費量に換算した結果を図表 5-17、図表 5-18 に示す。 

 地域別に、作業プロセスで使用する投入エネルギーにかかる間接的な水消費を算定

した結果、防霜ファン使用地域の栽培プロセスに係る間接的な水消費のうち約 55%

が電力によるものであった。 

 また、両地域でガソリンと軽油の使用割合が逆転しているが、これは作業で使用す

る摘採機や管理機の仕様の違い（可搬型や乗用型かの違い）による燃料の違いが影

響していると考えられる。 
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図表 5-16 水消費原単位（m3/物量）*1 

燃料 品目名 列部門 単位 水消費原単位 河川水 地下水 雨水 

ガソリン その他用ガソリン 石油製品 L 3.E-03 2.E-03 8.E-04 4.E-04 

軽油 軽油 石油製品 L 3.E-03 2.E-03 6.E-04 3.E-04 

電力 事業用火力発電 事業用電力 kWh 4.E-04 2.E-04 6.E-05 5.E-05 

 *1 東京都市大学伊坪研究室 WF 原単位（物量 ver） 2013.10.22 

 

 

図表 5-17 栽培プロセスに係る生葉生産量あたり水消費（L/kg） 

燃料 
防霜ファン使用地域（L/kg） スプリンクラー使用地域（L/kg） 

水消費 河川水 地下水 雨水 水消費 河川水 地下水 雨水 

ガソリン 0.06 0.04 1.4E-02 6.9E-03 3.2E-03 2.1E-03 7.1E-04 3.6E-04 

軽油 0.02 0.02 5.1E-03 2.6E-03 0.04 0.03 8.5E-03 4.3E-03 

電力 0.10 0.07 0.02 1.3E-02 0.02 0.02 3.9E-03 2.8E-03 

合計 0.19 0.13 0.04 0.02 0.06 0.04 1.3E-02 7.5E-03 

 

 

  
図表 5-18 栽培プロセスに係る生葉生産量あたり水消費（L/kg） 
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 施肥に係る間接的な水消費 

 成木園における施肥量は都道府県ごとに指導指針46が定められており、窒素成分はい

ずれも 40～70 ㎏/10a/年と指定されている（図表 5-19）。 

 都道府県ごとの指導指針のほかには、各地域の JA が出している栽培暦等が参考

となる。（季節ごとに、肥料の種類ごとに、散布量を示している。） 

 原単位表が生産額ベースであることから、ここでは簡易的に「各地域の単位面積あ

たり施肥に係る経費」（図表 5-20）を用いて、原単位（図表 5-21）を乗じて水消費

量への換算を行った事例を図表 5-22 に示す。 

 なお、本調査においては、肥料製造に係る水消費は評価の対象外とした。 

 例えば、茶園においては肥効の効率化等を目的として、被覆型肥料等の使用の

取組があるが、肥料のコーティングに使用される素材等については情報が得に

くい。（肥効調整型肥料を用いた WFP 算定の事例は 5.4.2 に整理） 

 

 

図表 5-19 主要県における茶園施肥基準（2005 年時点）47 

* 静岡県は、平成 22 年目標として窒素施肥量 40kgN /10a が目標値とされている。 

  

                                                   
46 http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/index.html 
47 農林水産省（2009）茶生産における施肥の現状と課題 
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図表 5-20 成木園での肥料に係る間接的な水消費量算出のための基礎データ*1 

区分 東海 南九州 

茶植栽面積(a/年) 101 197 

茶生産量(kg/年) 12,368 24,503 

肥料単価（千円/10a/年） 52 50 

*1 農林水産省（2012）平成 24 年営農類型別経営統計（個別経営、総合編）より、主要地域

における茶の肥料費を茶の作付面積で除して肥料単価とした。 

 

図表 5-21 水消費原単位（m3/百万円）*1 

燃料 水消費原単位 河川水 地下水 雨水 

肥料 有機質肥料（除別掲） 979 27 551 

肥料 化学肥料 103 32 11 

*1 東京都市大学伊坪研究室「水使用量・消費量データベース（ver.2）」 

 

図表 5-22 成木園での肥料に係る間接的な水消費量 

燃料 
東海（m3/10a/年） 南九州（m3/10a/年） 

  河川水 地下水 雨水 
 

河川水 地下水 雨水 

有機質肥料 82 51 1.4 29 77 49 1.3 27 

化学肥料 7.6 5.4 1.7 0.57 7.2 5.1 1.6 0.54 

 

 

 肥料に係る原単位表との整合性について 

 本調査においては、5.1.3 に示す通り、産業連関表に基づき作成された水消費原単位を

使用することとしている。 

 肥料体系は、農作物ごと、地域ごとに多様な施肥体系があると考えられる。必ずしも

産業連関表による原単位が、実態を把握していない可能性があることから、評価結果

が実態とかい離する可能性がある点は結果の解釈において留意する必要がある。 

 なお、産業連関表に基づく「有機質資材」は、日本標準産業分類の細分類 1063「有

機質肥料製造業」の生産活動を範囲として、以下の通り定義されている（図表 

5-23）。 

 

図表 5-23 産業連関表における「有機質肥料」の定義 

 動物性有機質肥料（魚かす粉末、肉骨粉、加工家禽ふん肥料等） 

 植物性有機質肥料（なたね油粕、米ぬか油粕、わたみ油粕等） 

 その他（たい肥） 
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 一方、茶園で使用される「有機質肥料」は、図表 5-24 に示すとおり、「動物性有機質

肥料」や「植物性有機質肥料」が中心で、家畜ふん尿由来の「きゅう肥」は一般的に

は使用されていない。 

 牛ふんを含むバーク堆肥を使用する茶園もあるが、重量があるため労力がかかる

等の理由により、利用する茶園は限られる。（また、成木園において豚ふん由来の

きゅう肥や、鶏ふんは一般的には使用しない） 

 したがって、茶の WFP 算定においては、産業連関表をもとに作成された水消費原単位

の「有機質肥料」を適用してよいと考えられる。 

 

図表 5-24 茶園で使用される主な有機質肥料48 

主な有機質

肥料 
概要 

菜種油粕  菜種の種子から油を抽出した残り粕 

 公定規格は窒素 4.5％以上、リン酸 2％以上、カリ１％ 

 油粕の中でも菜種油粕は最も遅効性の肥料であるが、その

分解速度は粒度や温度によって変化し、粒の細かいほど、

温度の高いほど分解は速くなる。 

大豆油粕  大豆から油を抽出した残り粕 

 公定規格は窒素 6％以上、リン酸 1％以上、カリ 1％以上 

 大豆油粕の窒素がアンモニア態窒素に変化するのは、油粕

類の中で大豆油粕が最も速いが、強酸性土壌（pH４.9 以下）

では分解が遅れる。 

魚粕  生魚を水で煮た後、水分と脂肪を絞って乾燥させたもの 

 公定規格は窒素 4％以上、リン酸３％以上で、かつ窒素と

リン酸の合計量 12％以上 

 窒素はタンパク態で土壌中での分解は速く、速効性の肥料

である。 

 魚臭に引き寄せられる動物や虫の害を防ぐためにも施用後

は覆土を行う必要がある 

魚節煮粕  鰹節製造時の煮粕を濃縮したもの 

 公定規格は窒素 9％以上で、リン酸とカリはほとんど含ま

れていない。 

骨粉 

（蒸製骨粉） 

 生骨を砕いて蒸気で加圧蒸煮し、乾燥、粉砕したもの 

 公定規格では窒素とリン酸をともに保証するものは、窒素

１％以上、リン酸１７％以上で、かつ両成分の合計含有率

が 21%以上（カリはほとんど含まれていない。） 

 窒素とリン酸は土壌中で分解されてから作物に吸収される

ため、肥効は遅く持続性がある。 

 

  

                                                   
48 日本土壌協会（2012）有機栽培技術の手引 〔果樹・茶 編〕第４部 茶の有機栽培技術 
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 なお、本調査で使用する水消費原単位表は、産業連関表の部門ごとに整理されている

ため、「きゅう肥」個別単位での原単位が無い。 

 したがって、茶園管理において「きゅう肥」を使用していた場合は、以下の考え方で

原単位を当てはめる。 

 産業連関表は、部門からさらに細かい品目ごとに生産額が整理されているため、

「きゅう肥」相当の品目が、当該部門に占める生産額の割合を算出する。例えば、

生産額ベースで、「酪農きゅう肥」は酪農部門の 2.5％を占める。（図表 5-25） 

 「きゅう肥」相当の品目に係る生産額る割合を、当該部門の原単位に乗じて、「厩

肥」相当の品目に係る原単位を割り出す（図表 5-26）。 

 

図表 5-25 「酪農きゅう肥」の酪農部門に対する生産額割合 

統合品目名 品目名 
生産額 

（百万円） 

生乳 生乳 681,268 

乳子牛 乳子牛（と畜向け） 1,223 

乳子牛（肉用肥育向け） 121,311 

乳廃牛 乳廃牛 34,025 

その他の酪農生産物 乳子牛（搾乳向け）の成長増加（成牛換算） 106,268 

酪農きゅう肥 24,331 

合計 968,426 

*1 各部門の生産額小計に対して、オレンジで網掛けした「きゅう肥」相当の品目の生産額が占める

割合を示している。 

 

図表 5-26 有機質資材（きゅう肥）寄与分に相当する水消費原単位 

部門 

「きゅう肥」に 

相当する品目 

国内生産額あたり水消費原単位 

（m３/百万円） 

寄与分の水消費原単位 

（m３/百万円） 

品目名 
生産額

割合 
水消費量 河川水 地下水 雨水 水消費量 河川水 地下水 雨水 

酪農 酪農きゅう肥 2.5% 4.1.E+03 2.2.E+03 9.1.E+01 1.8.E+03 1.0.E+02 5.6.E+01 2.3.E+00 4.4.E+01 

鶏卵 鶏ふん 1.4% 1.3.E+03 7.6.E+02 4.0.E+01 5.2.E+02 1.8.E+01 1.0.E+01 5.5.E-01 7.1.E+00 

肉鶏 鶏ふん 1.6% 1.4.E+03 8.4.E+02 4.4.E+01 5.6.E+02 2.3.E+01 1.4.E+01 7.1.E-01 8.9.E+00 

豚 養豚きゅう肥 0.4% 1.5.E+03 8.9.E+02 4.3.E+01 6.0.E+02 6.2.E+00 3.6.E+00 1.8.E-01 2.4.E+00 

肉用牛 きゅう肥 3.1% 3.5.E+03 2.0.E+03 8.8.E+01 1.4.E+03 1.1.E+02 6.1.E+01 2.7.E+00 4.5.E+01 

* 図表 5-25 と同様に、「鶏卵」「肉鶏」「豚」「肉用牛」部門における「きゅう肥」に相当する品目の生産

額割合を算出した。 
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 原料調達段階（幼木園）における水消費量算定の基本的考え方 5.2.3.

 茶園は一般的に挿木で 3~4 月に定植し、定植後 5 年程度で摘採可能となる。（本資料

では、以降、摘採可能となる前の段階の茶園を「幼木園」と言う。） 

 ライフサイクル全体で算出することを前提に考えると、その茶園の幼木園時期の

WFP を含めてカウントする必要がある。 

 茶園の寿命は 25~30 年とあることから、幼木園における水消費量は茶園の寿命 30

年、成木園の期間を 25 年と仮定して、幼木園でかかる水量を一年あたりに按分する

（図表 5-27）。 

 X 年に収穫した茶に係る茶園での水消費量図表 5-28 に示す推定式で算出する。 

 

 
図表 5-27 茶園の水消費量カウントのイメージ 

 

C_成木園,X + C_幼木園/成木園期間 

＜推定式の仮定＞茶園の寿命を 30 年、幼木園期間が 5 年とした場合、成木園の期間は 25 年。 

図表 5-28 幼木園における水消費の推計方法 

  

茶園の寿命を30年と仮定

幼木園期間（5年） 成木園期間（25年）

茶
園
の
水
消
費
量

C_幼木園

C_成木園

初期コストのイメージ

ランニングコストの
イメージ
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（1） 幼木園における直接的な水消費 

 成木園で観測データが得られなかった場合の直接的な水の消費量の推計方法と同様に、

FAO の手法による降水量と蒸発散量の関係から推計可能である。 

 この際、幼木園からの蒸発散量推計に用いる作物係数は、Kciniを利用する。 

 

図表 5-29 茶園の直接的な水消費量設定の考え方（再掲） 

𝑃 ≥ 𝐸𝑇, 𝐶𝑅𝐹 = 𝐸𝑇, 𝐶𝑆𝑊 = 0 

𝑃 < 𝐸𝑇, 𝐶𝑅𝐹 = 𝑃, 𝐶𝑆𝑊 = 𝐸𝑇 − 𝑃 

𝑃:降水量、𝐸𝑇＝蒸発散量、𝐶𝑅𝐹＝降水からの消費量、𝐶𝑆𝑊＝河川水からの消費量 

 

 

図表 5-30 作物の生育段階ごとの作物係数（再掲） 
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（2） 幼木園における間接的な水の消費 

 幼木園における施肥量は都道府県ごとに指導指針が定められているが、例えば静岡県におい

ては図表 5-31 に示す通り定植後の年数に応じて徐々に施肥量を増加させていく。 

 したがって、成木園における施肥に係る間接的な水消費に対して、幼木園の年数に応

じた割合（図表 5-31）を乗じ、幼木園における各年の水消費とする（図表 5-33）。 

 

図表 5-31 幼木園の施肥量49 

年次 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

成木園に対する割合 50％ 50% 70％ 90％ 100％ 

窒素施肥量（㎏/10a） 20 20 28 36 40 

* 成木園の施肥基準は、窒素 40 ㎏/10a、リン酸 14 ㎏/10a、カリ 20 ㎏/10a 

 

図表 5-32 成木園での肥料に係る間接的な水消費量（再掲） 

燃料 
東海（m3/10a/年） 南九州（m3/10a/年） 

 
河川水 地下水 雨水 

 
河川水 地下水 雨水 

有機質肥料 82 51 1.4 29 77 49 1 27 

化学肥料 7.6 5.4 1.7 0.57 7.2 5.1 1.6 0.54 

 

図表 5-33 幼木園での肥料（化学肥料）に係る間接的な水消費量 

定植後

年数 

東海（m3/10a/年） 南九州（m3/10a/年） 

  河川水 地下水 雨水 
 

河川水 地下水 雨水 

1 年目 3.8 2.7 0.8 0.29 3.6 2.6 0.78 0.27 

2 年目 3.8 2.7 0.8 0.29 3.6 2.6 0.78 0.27 

3 年目 5.3 3.8 1.2 0.40 5.1 3.6 1.1 0.38 

4 年目 6.9 4.9 1.5 0.51 6.5 4.6 1.4 0.49 

5 年目 7.6 5.4 1.7 0.57 7.2 5.1 1.6 0.54 

合計 28 19 6.0 2.1 26 18 6 2 

 

 なお、図表 5-33 で算出した幼木園 5 年の間に消費した水（間接的な水消費）は、図表 

5-27 の考え方に基づき、成木園寿命（25 年と仮定）で除した分を成木園一年あたり水

消費量に按分する。 

 したがって、東海地域における幼木園での施肥（化学肥料）に係る間接的な水消費は、

5 年間で 27.5m3/10a だが、これを成木園寿命 25 年で除した 1.1 m3/10a/年（1.1×L/m2/

年）を、原料調達段階（生葉生産段階）の栽培に係る直接的な水消費にカウントする。 

 この他、幼木園における管理作業は、施肥管理の他には、土壌管理として深耕や中耕、

防風ネットの設置による防風・防寒対策等がある。 

 上記に示した手順同様に、使用資材およびその使用量に水消費原単位を乗じるこ

とで間接的な水消費量に換算する。  

                                                   
49 静岡県産業部（2008）茶生産指導指針よりみずほ情報総研作成 
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 原料調達段階における窒素溶脱量の推計 5.2.4.

 茶園における窒素施肥量の違いによる、窒素収支等の研究事例は多数あることから、

既存文献に基づく値を引用する。 

 茶園における窒素収支を図表 5-34・図表 5-35 に、データ取得に係る実験条件

を図表 5-36 に示す。 

 施肥量にかかわらず茶樹への吸収量は 20kgN/10a 前後で推移するが、窒素肥料

の投入量に応じて溶脱量が増える傾向がみられる。溶脱量に係る測定データが

得られなかった場合、溶脱量は、図表 5-35 中に示す回帰直線で窒素施肥量から

推定する。 

 なお、土壌残存する窒素成分は、中長期的に考えれば溶脱源となりうるが、評

価対象範囲においては周囲の水源に影響を及ぼさないとして、水質への影響は

溶脱した分のみに着目する。 

 また、間接的な窒素の環境排出として、肥料工場におけるロスや、電力発電時

に発生する NOX等も考えられるが、本ケーススタディにおいては茶園から直接

溶脱した窒素成分による影響が最も大きいと考えられることから、これらは評

価対象外とする。 

 

 
図表 5-34 年間施肥量の違いによる茶樹の窒素収支50 

  

                                                   
50 廣野ら（2005）茶園における窒素収支と茶園地帯周辺水系の硝酸性窒素濃度の推移。30kgN/10a の施

肥区では、吸収量、土壌残存量、溶脱量の合計値が施肥量を上回るが、原著においてこれは測定誤差によ

るものとされている。 
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図表 5-35 窒素施肥量の違いによる茶園の窒素収支 

* 図中では、窒素施肥量に対する溶脱量の近似直線を記載している。 

 

図表 5-36 データ取得に係る実験条件 

調査期間 1997～2000 年 

調査地点 静岡県 牧之原台地 

土壌タイプ 黄色土 

平均降水量 約 2400 ㎜ 

調査対象茶樹 やぶきた 5 年生 

試験方法 ライシメーター(1.2×3.6×1.0m）による実測実験 
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 一次加工段階（荒茶加工・仕上げ加工）における水消費量 5.2.5.

 工場での水消費については、荒茶工場等、加工を行う工場の一次データが入手できれば、

そのデータを用いて算出を行う。 

 

（1） 直接的な水の消費 

 一次加工段階は、茶園で収穫された生葉を荒茶に加工する段階、そしてそれを仕上げて

いく段階である。 

 荒茶の加工段階については、基本的に「生葉を乾燥させていく工程」であることから、

茶製品に対して直接水を大量投入することはないが、荒茶加工で生葉を蒸す際に生葉 1kg

あたり 120ml の蒸気を当てている51。基本的には、上水を用いていると考えられるが、地

下水を用いている工場等がある可能性もあり、水源の種類については個別データごとに設

定する。 

 

（2） 間接的な水の消費 

 荒茶加工では、乾燥した熱風をあてながら揉み込む工程があることから、熱風発生のた

めのエネルギーが必要となる。また、仕上げ乾燥では、火入れ乾燥、ふるい分け、切断に

よる整形、選別等の工程を経て分類される。 

 荒茶工場で用いるエネルギーは、電力、LP ガス、重油等である。したがって、荒茶加工

および仕上げ加工において要したこれらのエネルギー量を把握し、原単位を乗じることで

間接的な水消費を算出する。 

 

  

                                                   
51製茶メーカーへのヒアリングに基づく。 


