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バイオマス資源の利用方策
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Abstract 
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The prevention of global warming and environmental destruction， furthermore the formation of sus-

tainable development society is both important and indispensable. The present society of mass produc-

tion， consumption and disposal must rapidly replace to the recycling-oriented society. Therefore， it is nec-

essary to form the fishing ports and the fishing villages to be compatible with the recycling-oriented soci-

ety. Above all， in the fishing port and the五shingvillage area， the various waste biomass resources are 

generated from the fishery production activity and the fishing village community. As e妊'ectiveuse of 

waste biomass resources generated in the fishing port and the fishing village， there are farmland use， 

energy use， construction materials use， and product use， etc. For example， one of the realistic and effec-

tive uses is compost in green space and farmland 

l はじめに

地球温暖化や環境破壊を防止し，持続的に発展可能な

社会を形成するためには，これまで行われてきた大量生

産 ・大量消費 ・大量廃棄型の社会経済システムを改め，

廃棄物の発生を抑制し，限りある資源を有効活用する循

環型社会へ移行することが必要である。この循環型社会

2007年9月19日受付， 2007年9月19日受理

の形成に向けて，自然の恵みによりもたらされるバイオ

マスは重要な役割を担う。地球温暖化の防止，循環型社

会の形成，競争力のある新たな戦略的産業の育成，農林

漁業，農山漁村の活性化を目的として，平成14年12月

「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定された。

さらに，平成18年 3月には新たにバイオマスを利用した

輸送用燃料の利用の促進，バイオマスタウン構築の加速

キーワード:バイオマス，水産系廃棄物，集落排水汚泥，コンポスト

Key words : Biomass， fishery waste， village drain dirt. compost 
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化などが盛り込まれたところである。漁港漁村において

も，漁業生産活動や地区住民の生活に伴い各種の廃棄

物・バイオマスが発生しており，これらを有効利用する

ことにより循環型社会に対応した漁港・漁村づくりを推

進していくことが求められている。

2. 漁港・漁村で利用可能なバイオマス資源

1)バイオマス資源の種類

バイオマス資源は，未利用バイオマス，廃棄物系パイ

Table 1 Biomass resources that can be used in 
fishing port and fishing village 

バイオマス資源

(1)水産系バイオマス
① 漁港の魚介類残盗

② 水産加工場の水産加工残澄

(2)汚泥系バイオマス
③ 水産加工場の廃水処理汚泥

④ 漁村の汚水処理汚泥

(3)生ごみ系バイオマス ⑤ 漁村で発生する生ごみ

オマス，資源作物に大分類される。未利用バイオマスに 2) バイオマス資源の賦存量

は，林地残材，間伐材などの木質系バイオマス，稲ワラ， 水産系バイオマスの多くは水産加工残澄である。平成

籾殻などの農業残澄があるJ)。廃棄物系バイオマスは 17年度の水産加工物製品量的を基に，各品目別の原魚へ

農林水産系と廃棄物系に分類され，農林水産系では，パ の換算率と廃棄率的から残溢量を推算した結果，水産系

ガス (さとうきびの搾り浮)などの農業系，牛ふんなど バイオマス資源量は約250万トン/年と推定される。一方，

の畜産系，パーク(樹皮)などの林業系，水産加工残澄 漁港の魚介類残溢として，姥死魚や海藻類，貝殻などが

などの水産系に分かれる。廃棄物系では，食品加工残溢， あるが，量的な実態把握が難しいのが現状である。

厨芥などの食品廃棄物，下水汚泥や漁業集落排水汚泥な 汚泥系バイオマスの内，漁村の汚水処理汚泥量は漁村

とeの各種汚泥類，街路勢定枝葉などの草木類，建設発生 の汚水処理人口普及率と汚泥転換率などから推定した。

木材などの建設廃棄物，古紙や黒液，製紙汚泥などの製 平成17年度末の漁村における汚水処理人口普及率は44%，

紙廃棄物に分類される。 対象人口2.475千人，処理人口1.095千人であり 7)，汚水量

資源作物は，バイオマスから燃料を製造するために生 発生原単位=27011人/日8)，汚水中のSS波度=200mgl戸)，

産されるバイオマス資源で，木質系バイオマス，作物系 SSの汚泥転換率=0.4 (生物膜法的と浮遊生物法的の平

バイオマス，草木系バイオマスに分類される。木質系パ 均値)，汚泥の固形物波度=20%(含水率80%)とする

イオマスには，ヤナギなどの栽培木材があり，作物系パ と，汚泥発生量は約 5万トン/年と推定された。

イオマスには，サトウキピ，甜菜，ソルガムなどの栽培 水産加工廃水処理汚泥量は，種類別水産加工製品量か

作物が含まれる。草木系バイオマスには，牧草，水草， ら廃水量とBOD，SSなどの水質を推定し，その値から

海草などがあり，その他としてパーム泊，菜種油などの 汚泥量を計算した。公共下水道が整備されている地域で

植物油がある1)-4)。 は，下水道放流を行っている加工場も想定されるが，こ

漁港は，漁船の係留，出漁準備，漁獲物の陸揚げ，漁 こでは全て廃水処理施設を設置し，公共用水域に放流し

船員の休憩など生産活動の基盤としての役割を持ち，ま ているものと仮定した。BODの汚泥転換率を0.5，SSの

た，陵揚げされた漁獲物の荷捌き，セリ，加工，出荷な 汚泥転換率を0.7，汚泥の自己酸化係数を0.05として計算

ど流通拠点としての役割も有している。これらの活動に した結果，廃水処理汚泥量は約45万トン/年(含水率

伴い，漁港では様々な廃棄物が発生しており，これらの 80%) と推算された。したがって，汚泥系バイオマス資

一部はバイオマス資源と成り得る。また，漁港の比較的 源量は含水率80%換算で約50万トン/年と推定される。

近くに水産加工場が立地されおり，加工場からは水産加 生ごみ系バイオマス資源、量は，生ごみの発生量原単位

工残溢や高波度の廃水 ・汚泥が発生する。これらは有機 を19091人・日 10)とし，漁村人口を2.475千人とすると，

物に富んでおり，バイオマス資源として活用できる。一 約18万トン/年と推定される。これらを合計すると，漁

方，漁村は漁民などの生活の場であり，日キの生活に伴 港・漁村で利用可能な水産系，汚泥系，生ごみ系バイオ

い家庭ごみや汚水処理汚泥などが発生している。また， マス資源量の合計は約318万トン/年と推定される。

漁村には家庭以外にも学校，食堂，商庖，観光施設，宿 3) バイオマス資源の性状

泊施設などがあり，これらの施設からも廃棄物が発生し バイオマスの有効利用を検討する場合，含水率や有機

ている。 物含有率などの基本性状は重要な因子である。また，

このように漁港・漁村では種々の廃棄物が発生してい 緑・農地利用を行う場合は窒素，リン酸，カリなどの含

るが，バイオマス資源として利用可能な廃棄物は，漁港 有率も注目される。一般的に，含水率は低いほど，有機

の魚介類残澄，水産加工場で発生する加工残澄と廃水処 物含有率は高いほど，バイオマス資源としての価値は高

理汚泥(フロスを含む)，漁村の集落排水処理汚泥と生 いと考えられる。水産加工残澄(魚類)は概ね含水率75

ごみなとeの廃棄物系バイオマスと考えられる。これらを -85%，有機物含有率75-85%，窒素10%一DS(Dry 

Table 1に示す。 Solid:乾燥固形物量)，リン酸 8%ー DS，カリ1.5-2 % 
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仁二コ肉は必要に応じて追加

Fig.l Process of making to compost 
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-DS.水産加工廃水処理汚泥7) は概ね有機物含有率

85%.窒素 7-9%-DS. リン酸 2-3%-DS. カリ

0.5-1 %-DS.汚水処理汚泥11). 12)は概ね有機物含有

率80%.窒素 5%-DS.リン酸 4%-DS. カリ0.3%-

DS.生ごみ13)は概ね含水率75-80%.有機物含有率

80%一DS.窒素 3%-DS. リン酸0.7%一DS. カリ0.6%

-DSと考えられる。

を図るとともに，発生する発酵熱を利用して乾燥と有害

微生物などの殺菌を行うものである。主に比較的短期間

で易分解性有機物の分解と水分蒸発を行う 一次発酵と，

比較的分解に時間のかかる可分解性有機物を分解しなが

ら熟成と製品の貯蔵を行う 二次発酵に分ける場合がある。

製品化工程は，発酵が完了したコンポストを必要に応

じて，飾い分けや袋詰めにする工程であり，緑農地への

施用性を向上させるために造粒工程を加えるケースもあ

る。コンポスト化方式には，機械化し省力化を図る方式

と簡易な堆積式などの方式がある。また，建設コストも

方式により大きな差がある。コンポスト化の導入に当た

っては，建設コスト，維持管理性などを十分に検討 し，

条件にあった方式を採用することが求められる。

(2) エネルギー利用

エネルギ一利用は，メタン発酵によりメタンガスを回

収する方法と乾燥または炭化により固形燃料として利用

する方法に大別される。メタン発酵は， し尿，下水汚泥，

家畜ふん尿，生ごみ，高濃度廃液などの処理 ・有効利用

技術として普及している。バイオマス資源、を高含水率状

態のままで処理できる利点があり，有機物を嫌気性微生

物の働きで低分子化，液化及びガス化する方法である。

この過程で発生するメタンガスを利用し，ガスエンジン，

燃料電池などで発電することができる。また，メタンガ

スの濃度を高め，自動車の燃料として利用しているケー

スもある。原油価格が高騰している中. C02排出量の低

1)有効利用妓術

バイオマス資源の有効利用の方法は，コンポスト化な

どの緑 ・農地利用，メタン発酵や固形燃料化などのエネ

ルギ一利用，溶融スラグ化，セメント原料化などの建設

資材利用，魚粉，健康食品などの製品利用(水産加工残

澄対象)がある。これらをTable2に示す。

(1) 緑・農地利用

緑 ・農地利用は，バイオマス資源をコンポス ト化や乾

燥処理し，公園や農地で肥料，土壊改良材として利用す

るものである。最近は炭化処理した炭化汚泥を施用する

試みもなされている。先に示したとおりバイオマス資源

には肥効成分や有機分が含まれており ，適正な施用を行

うことにより効果が期待できる。コンポス ト化技術の一

般的プロセスをFig.Hこ示す。

前調整工程は，汚泥等のコンポスト化原料を発酵に適

した状態とするために，必要に応じて前乾燥，高IJ資材添

加，製品コンポストの返送などを行い，水分調整，通気

性の改善などを行うものである。また，性状の異なるバ

イオマスを混合する役目も果たす。前調整の必要度は発

酵槽の形式により異なるが，前調整の良し悪しでその後

の発酵状況に差が現れるため重要なプロセスと言える。

発酵工程は，コンポスト化の主要工程である。コンポ

スト発酵は発酵菌(主に高温菌)が好気的条件下で，汚

泥中に含まれる有機物を分解し，有機物の減少 ・安定化

バイオマス資源の有効利用方策3. 

E妊ectiveuse of biomass resources 

有効利用方法 有効利用技術 利用用途

コンポス ト化 肥料・ 土境改良材

緑農 地利 用 乾 燥 肥料

炭 化 土嬢改良材 ・園芸用土嬢

メタン発酵 燃料 ・発電
エネルギ一利用

乾燥・炭化 国形燃料

焼 却 セメント原料(焼却灰)

溶融スラグ化 コンクリート骨材・路盤材
建設資材利用

造 粒 焼 成 軽量骨材

1昆練焼成 タイル・レンガ ・プロック

蒸煮乾 燥 魚粉
製 品 利用

魚 油 抽出 健康食品 (EPA.DHA) 
(水産加工残溢)

逆浸透濃縮 天然調味料

Table 2 
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減とともに，漁港・漁村で使用する燃料としての活用に

も期待される。しかし，メタン発酵ではアンモニアによ

る発酵阻害があり，易分解性有機物が多く，窒素分に富

んでいる水産加工残澄や生ごみなどを処理する場合は対

策が必要となる。

エネルギ一利用のもう 一つの方法は閤形燃料化で、ある。

これは汚泥を乾燥などにより含水率を低下させ，石炭等

の代替品として利用するもので，最近はこの方法として，

炭化が注目を浴びている。炭化そのものは木炭の製造な

どで従来から行われてきた熱分解技術であり，石炭ガス

化 ・コークス製造などに応用されている。汚泥を低酸素

状態もしくは無酸素状態で高温に加熱すると，水分及び

吸着ガスを放出して熱分解が始まり，可燃分を含む分解

ガス(乾留ガス)を放出した後，炭素を主体とした残溢

が残る。汚泥の場合は，多孔質な構造を有し，炭素が固

定された熱量に富んだ形態となる。一般的に，エネルギ

一利用の導入に当たっては，メタン発酵も炭化も建設コ

ストが高価であることに留意する必要がある。

(3) 建設資材利用

建設資材利用は，下水汚泥や都市ゴミの焼却灰の有効

利用方法として実績が多い。焼却灰のセメント原料利用

や，焼却灰をさらに溶融スラグ化したり，焼成したりす

ることで路盤材，軽量骨材，タイル・レンガ ・ブロ ック

として有効利用できる。水産系廃棄物では貝殻を破砕し，

水産基盤整備事業で使用される土やコンクリー ト資材の

代替品として利用することができる。

(4)製昂利用

水産加工残澄は魚粉 ・魚粕の原料として利用されてお

り，さらに付加価値の高い物質への有効利用に向けた研

究が進められている。タウリン，エイコサペンタエン酸

(EPA)やドコサヘキサエン (DHA)の生理，薬理効果

は医学や生理学の分野で注目を集めている。これらの物

質は赤身魚に多く含まれ，イワシなどの赤身魚肉の晒し

排水に多量に含まれるが， EPA， DHAは高度不飽和脂

肪酸であり，酸化が進むことから排水中からの回収には

問題がある。これらの有価物の回収は排水として排出さ

れる前において行われるべきである6)。また，サケ皮の

コラーゲンを利用した代用皮膚の開発，サケ鼻軟骨から

のコンドロイチン硫酸高度利用，イカゴロからの微生物

によるDHC'EPAの抽出，サケ白子DNAによる光学素

子への利用研究などが行われている 14)。

2)支媛制度

水産庁を始め各省庁ではバイオマスの有効利用を支援

する補助事業を行っている。例を以下に示す。

〈水産庁〉

① 水産バイオマス資源、化技術開発事業

-未利用魚介類の食品利用技術，海藻の生理活性物

質の抽出技術，多段階利用システム構築

② 培養殖機能等実証調査事業

-貝殻リサイクルの技術開発，実証試験

③ 循環型社会に対応した漁村作り事業

・バイオマス資源、の有効利用を図り，循環型社会に

対応する漁村づくり推進計画の策定

④ 水産系則産物活用推進モデル事業

-貝殻等を水産基撤整備事業で大量活用するモデル

事業の実施と技術の確立

〈他省庁〉

① バイオマスの環づくり交付金 (農水省)

② 広1或連携バイオマス利活用推進事業 (農水省)

③ バイオマスプラスチックの利用促進 (農水省)

④ 林業 ・木材産業構造改革事業 (林野庁)

⑤ 新世代下水道支援事業 (国土交通省)

⑥ 循環型社会形成推進交付金(環境省)

⑦ エコ・コミュニティ事業(環境省)

③ 新エネルギ一事業者支援対策(資源エネルギー庁)

⑨ 地域新エネルギー導入促進事業 (NEDO)

4.バイオマス資源の有効利用例

1)緑・ 農地利用

ホタテ貝の残主主 (付着物，貝殻)と魚介類残澄に家畜

ふん (牛，豚)とパークを副資材として混合してコンポ

スト化を行い，農地還元している M町の例を示す

(Table 3， Photo 1-3)。

M町はホタテ貝の産地であり，堆肥化の原料として，

ホタテ貝付着物，ヒトデ，ホタテ貝殻，ツブ殻，ウニ殻，

ホタテウロ，イカゴロなどを対象としている。事業は水

産物流通加工施設高度化対策事業 (国庫補助)で行い，

平成15年12月に施設が完成。翌年の平成16年4月から供

用開始している。敷地面積は， 20.692m2，発酵槽面積

は7.551m2である。

コンポスト化の方式は堆積発酵方式で，発酵槽は一次

発酵槽と二次発酵槽に分かれており，切返しはタイヤシ

ョベルで行っている。一次発酵期間は 2-3週間， 二次

発酵期間は 1-2ヶ月である。一次発酵では堆積物の品

Table 3 Example of executing making to compost 

事 業 名 水産物流通加工施設高度化対策事業

供 用 開 始 平成16年4月

敷地面積 20.692m2 

発酵槽面積 7.551m2 

発 酵 方 式 堆積発酵式

切返し方式 タイヤショベルによる切返し

ホタァ付着物 7.∞Oton/年

処理量
魚介類残澄 2.000ton/年

ホタァ貝殻 1O.OOOton/年

合計 19.∞Oton/年
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Photo 1 Piling up type fermentation tank 

Photo 2 Fermentation situation 

Photo 3 Product compost 

温が70-80'Cまで上昇する。副資材として家畜ふんとパ

ークを添加している。家畜ふんは町内の畜産農家から，

パークは町内の製材所から入手している。家畜ふんは有

機物及び窒素源として，パークは水分調整，通気性確保

の目的で添加されている。堆積物への通気はブロワにて

行っており，排ガスの一部を循環して通気空気に利用し

ている。これは，排ガスの脱臭を兼ねている。処理量は，

ホタテ付着物7.000ton/年，魚介類残溢2.000ton/年，ホ

タテ貝殻1O.OOOton/年，合計19.000ton/年である。

2)エネルギー利用

汚泥，家畜ふん尿，生ごみなどのバイオマスのメタン

発酵は実施設がある。特に下水汚泥は実績が多く，当初

は汚泥の滅容化，安定化を主目的としていたが，最近は

エネルギ一回収に着目 した施設利用が進んて、いる。水産

系バイオマスを主原料としたメタン発酵の実例は無い。

メタン発酵は発酵残誼(消化液)の処理が課題であり，

さらに水産系バイオマスでは高塗素含有によるアンモニ

ア阻害が課題となる。消化液対策と して乾式メタン発酵

技術が研究されている。乾式メタン発酵は固形物濃度を

高い状態で発酵させるため，発酵槽容積は一般的な湿式

メタン発酵に比べて小さくて済み，また消化液が発生し

ないため，処理処分の必要が無いなどの利点があり，水

産系バイ オマスを対象とした試験も行われている 15)。

5. 漁港・漁村のバイオマス資源有効利用モデル

漁港・漁村で利用可能なバイオマス資源を対象とした

有効利用のモデルケースを以下に示す。Fig.2に示すよ

うに，漁港・漁村エリアで発生する汚泥，水産加工残溢，

生ごみなどは集約され， 各方法に より有効利用されるが，

これらの廃棄物系バイオマスを混合して有効利用を図る

場合，現実的な選択肢としてコンポスト化による緑 ・農

地利用が考えられる。

アンケート結果的から，水産系バイオマスの水産加

工残溢，汚泥系バイオマスの漁業集落排水処理汚泥と水

産加工場廃水処理汚泥， 生ごみ系バイオマスの家庭の生

ごみが比較的バランスよく発生しているM市をモデル地

区として選定した。これらのバイオマス資源量をTable4 

Fig.2 Model of biomass resources effective use 

Table 4 Amount of biomass resource in model 
district 

バイオマス資源の種類 資源量

(1)水 産系 ① 水産加工場の水産加工残 413ton/年バイオマス 主主

② 水産加工場の廃水処理汚 130ton/年泥(合水率80%)
(2) 汚泥系 ③ 漁業集落排水処理汚泥 470ton/年バイオマス (含水率80%)

言十 600ton/年

(3)生ごみ系 ④生ごみ 555ton/年バイオマス

ぷEhE 言1 1.568ton/年
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Fig.3 Flow of the past of biomass 

Fig.4 Flow of biomass effective use 

に示す。M市では，水産系バイオマスとして水産加工場

から残溢が413ton/年，汚泥系バイオマスとして水産加

工場の廃水処理汚泥が130ton/年，漁業集落排水処理汚

泥が470ton/年，合計600ton/年，生ごみが555ton/年，

全体で1.568ton/年のバイオマスが発生している。ここ

で，水産加工場の廃水処理汚泥は加工用原魚量から，漁

集排汚泥は計画水量，生ごみは地区人口から推算した。

コンポスト化の方式は建設費が安価である堆積式発酵槽

を選択した。切返しはショベルローダで行うものとする。

発酵日数は， 一次発酵10日間， 二次発酵20コンポスト化

による有効利用を行う前と有効利用を行った場合のバイ

オマス流れをFig.3-4に示した。

事業収支を試算した結果，年間で約4.000千円のプラ

スとなった。ここで，各バイオマスの発生先から処理費

用を徴収できるものとし，水産系バイオマスは10.000円

/ton. 汚泥は15.000円/ton.生ごみは20.000円/tonとし

た。また，製造されたコンポストは10.000円/ton(10円

/kg)で販売できるものとした。原価償却資は，建設費

の90%を20年間で償却するとした。なお， 実際の施設建

設に当り，環境対策を十分に施し，地区住民との話合い

を持ち，施設内容の説明と作業時間の限定などを行い，

生産されたコンポストの地区住民へ対する無料配布など

の配慮も必要となる。

6.あとがき

漁港漁村で発生するバイオマス資源の有効利用を推進

するために，地産地消をベースとして，地域に適応した

資源の有効利用方法を検討していく必要がある。そのた

めには，バイオマス資源の発生量と有効利用先などの調

査を行い，コスト，維持管理性などを考慮し，持続的に

有効利用が可能な方法を選択していかなければならない。
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