
  
  バイオマス・ネットワーク設計ソフトウェア“AB-

NET”の開発

  誌名 環境科学会誌 = Environmental science
ISSN 09150048
著者名 橘,隆一

熱田,洋一
Widiyanto,A.
蒲原,弘継
後藤,尚弘
荒川,正幹
船津,公人
藤江,幸一

発行元 環境科学会
巻/号 22巻4号
掲載ページ p. 257-269
発行年月 2009年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



シンポジウム論文

環境科学会誌;22 (4) : 257-269 (2009) 

バイオマス・ネットワーク設計ソブトウエア

“AB-NET"の開発

橘 隆一*・熱田洋-**.アヌグラ ウイデイヤント M ・蒲原弘継ネ*. 

後藤 尚弘**・荒111 正幹*キ*・知津公人*り・藤江幸一*

摘要

熱帯プランテーション地域におけるバイオマス利活用を評価するソフトウェアとして，

資源作物の栽培プランテーション，作物の加工工場，地域における消費，国際貿易を考慮

した各工程聞の輸送まで，一連のデータの入力と，グラフ表示等による多角的な分析が可

能である AsiaBiomass Network Model (AB-NET)を開発した。 AB-NETは次の四つの

サブモデルから構成される。

a) Plantation model :土壌条件，化学肥料施肥量などのデータをもとに，プランテーショ

ンにおける作物の収量，環境負荷量， コストを推計する。

b) Agro-industry model :作物の抽出・加工工場における物質・エネルギー収支を評価す

る。残バイオマスの発生量やバイオマス発電で得られるエネルギー量などを推計する。

c) Region model : Plantation mode1と Agro-indus仕ymodelからの情報をもとに，対象地

域でのバイオマス利活用による環境負荷削減量やエネルギ一代替可能量などを評俄する。

d) International transportation model :作物栽培プランテーション，作物加工，バイオマス

燃料製造，国際輸送，日本における消費までの各工程におけるエネルギー収支および環

境負荷を積み上げて，輸入バイオマス燃料の環境負荷量，コストなど，総合的に評備する。

いくつかの使用例を検討したところ，地場のバイオマスを利活用することによる自立型

地域システムの創生に向けた検討や，熱帯プランテーションで生産されるバイオ燃料につ

いて，例えば，我が国に輸入する場合を想定した生産・輸送に伴うエネルギー消費，温室

効果ガス排出量等も予測可能であることが確認された。

キーワード:熱帯プランテーション，バイオマス利活用，シミュレーションソフトウェア，

エネルギー収支，温室効果ガス排出
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1.はじめに

現在，熱帯・亜熱帝地域に広がるプランテーショ

ンでは，化石燃料の代替として期待される資源作物

の栽培が盛んに行われている。だが，生産された作

物の加工工程や精製工程における温室効果ガス排

出の抑制や，未利用バイオマスのリサイクル促進な

ど解決すべき課題も多い。このような背景から，プ

ランテーションにおける作物の収穫方法や，加工時

に発生するバイオマス残波(以下，残バイオマス)

について，その有効な利活用方法を検討し持続性

の高い低環境負荷型のプランテーションの経営-管

理を自指す必主主'1生が高まっている。

2009年 l月16B受付， 2009年 5月21日受理

しかしプランテーションで生産されたバイオマ

ス製品の利活用方法を評価するには，作物収穫，加

工，輸送など各工程のライフサイクルにおける環境

負荷量を算出しなければならない。これには，多種

多様で複雑かつ膨大なインベントリデータの積み

上げ計算が必要となる。バイオマス製品をモデルに

より評価した例はいくつか挙げられる 1-3)が，それ
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らは，ライフサイクルアセスメントを行うためのモ

デルをベースとしている。また，既往のモデル3)で

も指摘があるように，同じバイオマス製品であって

も，実際には，その環境負荷量は生産方法によって

大きく異なる。したがって，各工程において最適な

改善策を模索すると同時に，一連の工程を通したラ

イフサイクルや，熱帝プランテーション地域全体に

及ぼす効果を評価する必要さがある。

そこで我々は，熱帯プランテーション地域におけ

るバイオマス利活用を評価するソフトウェアとし

て，資源作物の栽培プランテーション，作物の加工

工場，地域の需要と消費，国際貿易までを考慮した

各工程問の輸送についての一連のデータ入力と，グ

ラフ表示等による多角的な分析が可能で、ある Asia

Biomass Network Model (以下， AB-NET) を開発

した。 AB-NETは，分析対象とする留や地域に対

応するデータベースを組み替えることで，様々な

ケースに適用可能である O

本論文では， AB…NETの概要を説明するととも

に，対象地域をインドネシアのランポン州，対象作

物をオイルパームとした解析例を示す。

2.方法

大規模産業プランテーションが多数存在する東

南アジアの中でも，特に様々な種類のプランテー

ションや関連する情報が集中しているインドネシ

アを中心に現地調査を行った。インドネシアは東南

アジア南部に位置する国であり，大小様々な島から

構成されている O 国土のほとんどが赤道直下に位置

しているため熱帯で，気候は高温多湿となっている O

このインドネシアを中心とした東南アジア各国

において，民間・毘営プランテーションおよび農

林産物加工品を製造する企業における生産・製造

フローの把握と実測データの収集を行ったO 同時

に，公的機関， 00際機関における統計資料および文

献等の調査を行うことによって，当該地域のバイオ

マス生産に関連する情報を広く収集した。対象作物

は，オイルパームを中心として，キャッサパ，サト

ウキピ，ジャトロフア，アカシア・マンギ、ウムとし

た。具体的な情報として，各プランテーションにお

いては，化学班料の施肥量，徐草剤，殺虫剤の散布

量， i餐水量等の項目に加え，それらの要因と作物生

長量の関係式等に関する資料を収集した。また，農

林産物の加工工場においては，各工場の位置情報，

加工処理能力，各工程にかかるエネルギー消費量等

に関する情報を収集した。さらにそれらの結果か

ら，各工程や工場全体におけるエネルギーや炭素の

フロー図を作成した。

3. AB-NETの概要

3，1 AB-NETのシステム構成と実装

AB-NETは次の間つのサブモデルから構成され

る(図 1)。

a) Plantation model (以下， PLモデル); 土壌条

件，化学肥料施肥量などのデータをもとに，プラ

ンテーションにおける農林産物の収景，環境負荷

量，コストを推計する。

b) Agrcトindustrymodel (以下，A1モデル); 農林

産物の抽出・加工工場における物質・エネルギー

収支を評価する。残バイオマスの発生量やバイオ

マス発電で得られるエネルギー量などを推計する。

c) Region mode1 (以下， REモデル); PLとA1

図1 AB-NETの概婆
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の両モデルからの情報をもとに，対象地域でのバ

イオマス利活用による環境負荷削減量やエネル

ギ一代替可能量などを評価する。

d) International transportation model (以下. IT 

モデル); 農林産物生産，農林産物加工，バイ

オマス燃料製造，国際翰送， 日本における消費ま

での各工程におけるエネルギー収支および環境

負荷を積み上げて，輸入バイオマス燃料の環境負

荷量やコストなどを総合的に評価する。

四つのモデルのソフトウェア開発環境は，それぞ

れ Microsoftネ土の VB6.VC# .NET 2005. VC十+6. 

VB6で あ る 。 こ れらを統合する起動ソフ

トは. Microsoft社の VC#.NET 2005で作成した。

ユーザは，用意されたセットアッププログラムより

インストールした上で本ソフトウェアを利用できる。

標準的な動作環境は.Microsoft Windows XPとなっ

ている O

図2 AB-NETのメイン画面

間面中央のボタンを押すと，各モデルか立ち上がる。

AB-NETのメインJilITTI立を図 2に示す。また，各

サブモデル聞におけるインベントリデータの受け

渡しについて，図 3に概略国を示す。

3.2 PLモデルのシステム概要

熱帯プランテーションでは，主に収穫物の加工工

場から残バイオマスが大量に発生する。この残バイ

オマスをエネルギーとして有効活用した後に残った

灰は，肥料として、活用されている。特に，マレーシ

アのオイルパーム栽培では，カリウム分として化学

肥料を施肥するよりもヤシ空巣房由来の灰を施肥す

る方が，ヤシ果房の収量が高く，投資収益率も高い

と報告されている 4)。しかし熱帯資源作物の収量

シミュレーションモデルについては，植物生理学的

な観点からのモデル 5) ;をはじめいくつかのモデルが

ある 6.7) ものの，実際の施肥量を反映しかっ環境

負荷量，コストを推計するモデルはあまり見られない。

そこでPLモデルでは，対象とするプランテーショ

ンの気候条件や土壌環境，年間の各養分施肥量を入

力することで年間の収量，エネルギー消費量，温室

効果ガス排出量，生産・管理費用を算出できるよう

に設計した(罰4)。

圃圃 ti!!!;jI<'E'TJ(.，

図3 サブモデル間におけるインベントリデータの受

け渡し

率鐙魁i盤釜凶

gs説潟悩縫う芦品説滋ぷ綴i

図4 PLモデルのメイン画面

ここでは化学肥料投入量の設定問箇を示す。
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オイルパームの場合では，収量はTohiruddinet al. 果を用いて，土壌物理性から判断した作物栽培の適

性を三段階で評価し収量補正係数として標準収量

に乗じた。主要な計算式を以下に示す。

(2006) 8)の結果を用いて，土壌の母岩ごとの標準収

量を設定した。さらに， Fauzi et al. (2006) 9)の結

母岩r由来の土壌における作物 Cの年間収量[t/ha/year]: 

Ylc~ =( S叫 Im:，g}眠

プランテーシヨンの管理にかかる年間のエネルギー消費量 [MJ/ha/year] 

TE巳口エ(NIp，fxNECf ) + (Wlp xWEC) + (Plp xPEC)+(HIp xHEC) 

プランテーションで排出される年間の温室効果ガス排出量 [t-C02eq/ha/year] 

TGHGp 工(Nlp，fxNGHGf )+(附px WGHG)+(PIp xPGHG)+(HIp xHGHG) 

プランテーションの管理にかかる年間の費用 [USD/ha/year] : 

TCTp = I(Nlp，f xNCTf)寸前px WCT) + ( PIp xPCT)+(HIp xHCT)+(LIp xLCT) 
/ 

ここで

SY，.r 母器 f由来の土壌における作物 Cの標準収量[t/ha/年]

Im:，g 養分gによる作物 Cの収量増加量[t/ha/年]

PHs 主嬢適性クラス Sにおける収量裕正係数日

NlpJ プランテーション戸における化学肥料fの投入量 [kg/泊/年]

附} ・プランテーションpにおける潅水による水分投入量[Ljha/年]

Plp ・プランテーシヨンρにおける殺虫剤の投入量 [kg/ha/年]

Hlp プランテーションpにおける除草剤の投入量 [kg/ha/年]

LIp ・プランテーションρに従事する労働者数[人 /ha/年]

NECf ・化学肥料fの製造時におけるエネルギー消費量 [MJ/kg]

WEC 潅水する水の製造時におけるエネルギー消費量 [MJ/L]

PEC 殺虫剤の製造時におけるエネルギー消費量 [MJ/kg]

HEC 徐草剤の製造特におけるエネルギー消費量 [MJ/kg]

NGHGf 化学肥料fの製造時における温室効果ガス排出量 [t同C02eq/kg]

WGHG 潅水する水の製造時における温室効果ガス排出量 [t-C02eq/L]

PGHG 殺虫剤の製造時における温室効果ガス排出量 [t-C02eq/kg]

HGHG 除草剤の製造時における温室効果ガス排出量 [t-C02eq/kg]

N口〉 化学肥料fにかかる費用 [USD/kg]

WCT 潅水にかかる費用[USD/L]

PCT 殺虫剤にかかる費用 [USD/kg]

HCT 除草剤にかかる費用 [USD/kg]

LCT 労働者の賃金 [USD/人/日]

C 作物(ここではオイルパーム)

r:母岩(流紋岩，砂岩，石英安山岩，粘土岩)

g.養分 (N，P20S， K20) 
s:収最補正係数 (Highlevel， Standard level， 1ρwleveI) 

f:化学肥料(窒素肥料， リン酸肥料，カリウム肥料，マグネシウム肥料，複合化学肥料)

p:プランテーション
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このほか，残バイオマスを肥料の代替として活用

した場合に，化学肥料の減量分として，エネルギー

消費量や温室効果ガス排出量などの環境負荷量を

どれだけ低減できるか比較もできるように設計し

た。さらに，算出結果を反映した養分フローを表示

することにより，翌年以降の施毘設計に有効な情報

を提供することが可能である。

ただし本モデルにおける収量の推計部分につい

ては，これまで様々な収量モデルが確立されてきて

いる中において，精度の高いものではない。した

がって，より精度の高い解析を必要とする場合は，

この部分を別の収量モデルと代替することが推奨

される。

3.3 AIモデルのシステム概要

熱帝プランテーション地域で大量に栽培される

オイルパーム，キャッサパ，サトウキピは，近隣の

工場で，粗パーム泊，タピオカj殿粉，砂糖に加工さ

れている。パーム油の製油工場および砂糖の製糖工

場では，製品加工の際に生成される残バイオマスを

エネルギ一利用することにより，エネルギー的に自

立している。しかしその利用効率は低く，未利用

File 0吐科Jtof Ddta for ot陥 rmodels Help 

Plantalion 

Userinput 

FFB 40 tonfhr 

G 

図5 AIモデルのメイン蘭面

母語
Residues 
f.orfactoryFuel 
7，6 tonihr 

路塁争

正xcessResidues 

9.4 出叶w

Effluent 

33.7 m3IIY 

37982 glm3(ppm) 

の残バイオマスも存在する。一方，タピオカ澱粉の

製粉工場では，エネルギー利用が可能な残バイオマ

スがほとんど無いため，製造エネルギーは化石燃料

に頼っている。この利用されなかった炭素成分は大

量の排水とともに流出している O そのため，ラグー

ンと呼ばれる簡易的な貯水池において排水処理を

行っている。ここでは，温室効果ガス係数の高いメ

タンガスが大量に放出されている。そこでAIモデ

ルでは，以下のような農林産物加工工場の各プロセ

スにおける改善効果の推計を可能にした(図 5)。

a) ラグーンにおいて発生するメタンガスの回収・

発酵設備の導入により，新たに獲得できるエネル

ギ一葦の推計

b)残バイオマスの改質設備導入により新たに獲得

できるエネルギー量の推計

c)排スチームの再利用による工場の省エネルギー

効果の推計

これらの効果は，以下の計算式に基づいて推計さ

れる。

GHG 

4600 kg.C02eqihr 

医ヰ今 Tre陀悶atr間 ntW陥a加

<200gJm3(ppm) 

仁Calculation I t Improve Process I 

左側に作物の投入量と加工忍の産出量を示す。排エネルギ 量ならびにバイオマスをエネルギー利用した場合

の供給量を右上，残バイオマスの発生霊を右中央，排水の発生量と排水からのメタン発生量を右下に示している。
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余剰jエネルギー [MJ/hr]: 

EXE=(5(MRm叫)中肥CiXRERi)}X

ここで

MPi，m プロセス iから発生する残バイオマス mの蚤 [t]

LHVm 残バイオマス mの発熱量 [MJ/日

HECi ・プロセス iにおける熱エネルギー消費量 [MJ/t]

RERi プロセス iにおける熱エネルギ一回収率[-]

X 工場への原料投入量 [t/hr]

i :プロセス(各変換プロセス，残バイオマスの改質プロセス，熱エネルギ一回収プロセス)

m:残バイオマス(?E茶房，繊維，殻，カーネルケーキ，メタン)

上記の計算式により，作物ごとに用意したいくつ

かのシナリオに従ってプロセスの改善を行い，効果

の推計を行うことができる。また，工場内における

蒸熱処理，脱果，圧搾等のユニット・プロセスの操

作条件も変更可能である。

ト・プロセスのエネルギー消費量およびGHG排出

量等のインベントリデータが引き渡される。

3.4 REモデルのシステム概要

REモデルでは，地関上に都市，各種工業施設等

の事業所，農林産物加工工場を含むプランテーショ

ン(以下， AI-pL).エネルギーセンターの四つの

構成要素を地域情報として配置できるようにした

(鴎 6)0

このAIモデルから REモデルに，各プロセスに

おける電力も含んだ残バイオマスの発生量が引き

渡される。また， ITモデルには，工場内の各ユニツ

図6 REモデルのメイン画聞と地図表示タイアログ

左側の需要サイドにある rCityJや rOtherIndustry Jを選択すると、それぞれ各都市や各種工場施設等の事

業所の基礎情報・エネルギー需要量を入力できる。一方，右側の供給サイドにはバイオマスやエネルギーを

供給する rAgroindustry-PlantationJや rEnergycenter Jを示す。各要素についての位置情報が入力される

ことで，要素聞の輸送距離も考慮できる。
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各構成要素は互いに関連しており，要素聞で残バ

イオマスやエネルギーの受け渡しが行われること

を想定している。諸条件を設定することで，地域の

需要エネルギー量と供給可能エネルギー量を計算

し，地域における温室効果ガスの削減可能量やエネ

ルギー代替可能量を評価できる。また，残バイオマ

ス利活用によるエネルギー代替量，温室効果ガス郎

正味のエネルギ一代替可能割合じ]・

減量を定量的に評価し，各シナリオを比較検討でき

る。さらには，将来，残バイオマス等を集積して利

用できるエネルギーセンターを設霞した場合の効

果などを推測することも可能で、ある。

地域で使用されるエネルギーのうち，残バイオマ

スの利活用によって正味でその何割を代替するこ

とが可能かを計算するための式を以下に示す。

エ(αi.kX九)+工(CPERjxηCOE.j X九)+(CERx九)+IRCFEj-TE 
NER=.J..k エ(CEixPOiX九)+I(ら xUkx丸)+工(CPEjxUex丸)

ここで

CRj• k 事業所j の化石燃料 h の代替量 [MJI 年]

CPEl号 事業所jの購入電力の代替蚤〔拭JI年]

CER 都市への篭力供給可能量 [MJI年]

RCFEj : AIlの灰の施肥による化学肥料の代替分のエネルギー削減量 [MJI年]

TE 輸送にかかるエネルギー消費量 [MJI
CE; 都市 iの電力消費量原単位 [kWhI人]

POi 都市 iの人口〔人]

Cj • k ・事業所jの化若燃料hの消費量 [ton，L，m31年]

CPlら :事業所jの購入電力量 [kWhI年]

ム :電力の一次エネルギ一変換効率〔ー]

ぁ :化石燃料hの一次エネルギー変換効率〔ー]

U， 電力のエネルギー単位換算係数 [MJ/kWhJ
Uk ・化石燃料hのエネルギー単位換算係数 [MJI重量，容積]

;7 COE.j ・事業所jの発電効率じ]

i :都市(任意の数)

j:事業所(任意の数)

k:化石燃料(軽油，石炭， A・B'C重油，原油， LNG， LPG，ガソリン，灯油，電力)

l: AI (任意の数)

分母は現在の需要最を表し第一項が都市での電

力消費量，第二項が事業所での化石燃料消費量，第

三項が事業所での電力消費量に対応している。全て

の都市・事業所について，これらの値を足し合わせ

たものが地域の総需要エネルギー量であるとした。

分子は，残バイオマスにより代替可能なエネルギー

の量である。第一項は，事業所への残バイオマス供

給による化石燃料の代替量，第二項は事業所での購

入電力の代替量である。第三壌は，都市への電力代

替量であり，これはよ述のように AI-PLにおける

余剰篭力量とエネルギーセンターでの発電量との

和で計算される。第四項は，残バイオマスを燃焼さ

せた後に発生する灰をプランテーションに施肥し

た場合の化学肥料部減分である。最後の第五項は輸

送に必要なエネルギー量である。温室効果ガスの削

減可能量についても同様な考え方により下式で計

算を行う。
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正味の温室効果ガス郎減可能最 [kg鍋C02eqJ: 

NGHGR I(ClらxGHG山工(CPERjX1J，∞P;，j xGHGe)+(CERxGHG，) 

ここで

'" ~ ~~~ ~~ GHG， 
十下• RCFc'-TE>く一一.:::l.

hア ι 戸1

RCFG1 
・Allの沃の施胞による化学肥料の代替分の温室効果ガス削減量 [kg-C02eq/年]

ム :輸送燃料(軽油)の一次エネルギ一変換効率じ]

GHG1 ・輸送燃料(車主泊)の温室効果ガス排出量涼単位 [kg-C02eq/MJJ

GHGe 霞カの温室効果ガス排出量原単位 [kg-C02eq/k~市]

GHGk 化石燃料hのj思議効果ガス排出量原単位 [kg-COzeq/MJJ

なお，残バイオマスの分配についてはユーザが任

意に設定する必要があるが，その分配においては各

5(即CjJ •"， xLHV，ト

事業所での需要と供給のバランスを考慮し下記の

条件式を満足させることが必要である。

ただし OζCPEl号豆(CPEjxU，) 050CPERj豆(CPEjxU，)

ここで

BRCj，l，m ・Allから事業所jへ供給される残バイオマス mの最 [t/年]

LHV二z 残バイオマス mの発熱量〔珂/tJ (Alモデルに同じ)

m:残バイオマス(Alモデルに同じ)

本モデルを用いたシミュレーション結果の一例

を示す。ここでは，実際にインドネシアのランポン

州に存在する 8つの都市， 65の事業所， 7つのオイ

ルパーム・プランテーションについての情報を適切

に設定した後，残バイオマスの分配を行い，エネル

ギ一代替可能割合と温室効果ガス削減可能量を評

価した。ランポン州は，スマトラ島の南東部に位

置する州で，人口は約 700万人，面積は 35，000km2

である 10)。

事業所で発生する灰については，プランテーショ

ンへトラック輸送し化学肥料の代替に利用する。ま

た，プランテーションにおいても発電を行うことは

可能で、，このとき余剰電力が発生した場合は，都市

へ供給することとした。

評価結果の閣 7においては，左端の榛グラフが総

需要エネルギー量を示す。ランポン州全域におけ

る都市と事業所(ここではタピオカ製粉工場を指

す)の総需要エネルギー量は年間約 2，100万TJと

推計され，このうち約 600万TJが事業所，約 1，500
万TJが都市での電力消費であった。中央に示され

ている残バイオマスによるエネルギー供給可能量

はおよそ 500万TJであり，事業所で消費されてい

るエネルギーの大部分を代替可能であることがわ

かった。右端の榛グラフについては，バイオマス・

灰の輸送によるエネルギーの消費を示すものであ

るが，今回の結果では比較的その影響が少ないこと

カfオっかる O

また，残バイオマスを事業所において化石燃料

の代替として使用することによって，年間に約 200

kιC02eqの温室効果ガスの削減が可能であるとの

結果が得られた。代替可能で削減できる化学肥料の

製造エネルギ一分とは逆に，新たに必要となる輸送

分については，それぞれ約 25kt-COzeq，約 15kt-

C02eqと，いずれも比較的影響は小さかった。
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国7 エネルギー代替可能割合を表示するグラフタイアロク

推計するバイオマ
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イオリファイナ
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国8 ITモデルのメイン酒商

3，5 ITモデルのシステム概要

ITモデルでは，ここまでの PLモデル， AIモデ

ルの推計結果を用いて，プランテーション，農林産

物加工，バイオマス燃料製造，悶際輸送，対象地域

における最終消費者(以下， EU)までの各工程に

おけるエネルギー収支および環境負荷を積み上げ，

ユーザ、が選択したシナリオに従ったバイオマス燃

料の広域的な輸送に伴うエネルギー消費や温室効

果ガスの排出量等を総合的に推計・評価できる。図

8にメイン函頭を示す。 ITモデルでは，以下の情報

をもとに計算が行われる。

a)バイオマス燃料，作物の種類，

の情幸R

生産国， 消費国

b) PLモデルの結果(収量，エネルギー消費量，温

室効果ガス排出量等) (任意入力も可能)

c) AIモデルの結果(生産量，エネルギー消費量，

温室効果ガス排出量等) (任意入力も可能)

d)バイオリファイナリー(以下， RF) の情報(場

所，生産効率，エネルギー消費量，温室効果ガス

排出量等)



266 橘熱田・ウイデイヤント・蒲原・後藤荒川船津藤江

e) PL~AI~RF~EU 関の輸送条件(各要素問

における輸送手段，燃料，燃費)

リオを想定しアグロインダストリーで発生してい

る残バイオマスを BDF製造工程にエネルギー源と

して供給した場合とそうでない場合の二つのシナ

リオを検討したO 評価項目に関する主要な計算式を

以下に示す。

本モデルによりパーム油由来の BDF製造シス

テムにおけるエネルギー消費量と温室効果ガス排

出量の推計を試みた。ここでは，インドネシアで

BDFを製造し，日本へ海上輸送し消費するシナ

lLのBDF製造にかかる総エネルギー法費量[抗J/L-BDFJ: 

ZUPLEけ UTEι-A1 IUAIEけ UTEA1_RF

TEC=--E 十"-----------+Y，URFEk+UTERF_EU 
ηαっX'7BDF ηBDF T 

lLのBDF製造にかかる総化石燃料消費量 [MJ/L-BDFJ: 

エUPLFk+UTEPL-A1 I UAIF" + UTE 
TFEC = k + k + }'， URFF"十UTE

RF
_
EU

'7α。X77eDF 77B且F T 

lLのBDF製造にかかる総誼室効果ガス排出量 [kg時CO2eq /L-BDFJ : 

ZUPLGk+UTGp山工 WGk+UTGA1_RF 

TGHG=--E 十"-----------+}'，URFGk+UTGRF_EU 
77cpo X '7BDF '7BDF T 

ここで

UPLEk : ltのパ…ム生来房(以下， FFB)生産にかかるプロセス hにおけるエネルギー消費量

[MJ/t-FFBJ 
UAIEk : ltの粗パーム油(以下， CPO)製造にかかるプロセス hにおけるエネルギー消費量

[MJ/t-CPOJ 
URFEk ・lLのBDF製造にかかるプロセス hにおけるエネルギー消費量 [MJ/L-BDFJ
UTEj 要素関jにおける輸送にかかるエネルギー消費最 [MJJ
UPL凡 :ltのFFB生産にかかるプロセス hにおける化石燃料消費量 [MJ/t-FFBJ
UAIFk : ltのCPO製造にかかるプロセス hにおける化石燃料消費量〔叫J/t-CPOJ
URFFk : lLのBDF製造にかかるプロセス hにおける化石燃料消費量 [MJ/L-BDFJ
UPLGk : ltのFFB生産にかかるプロセス kにおける温室効果ガス排出量 [kg-C02eq/t-FFBJ 
UAIGk : ltのCPO製造にかかるプロセス hにおける漉室効果ガス排出量 [kg-C02eq /t-CPO J 
URFGk : lLのBDF製造にかかるプロセス hにおける温皇室効果ガス排出量 [kg-C02eq /L-BDFJ 
UTGj 要素間jにおける輸送にかかる温室効果ガス排出量 [kg心O2eqJ 
庁1 ・原材料iの単位重量当たりの変換効率[ー]

原材料 (CPO，BDF) 
j 要素関 (PL-AI， AI -RF， RF -EU) 
k :プロセス (PL，AI， RFにおける各プロセス)
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AIモデルのシミュレーション結果からパーム

油工場では通常，殻や繊維など合わせて約 5，000

担J/t-CPOが排出されている。一方， BDF製造

工程では電力の一次エネルギー換算で，約 3，000

MJ/t-BDFが必要となっていることから，アグロイ

ンダストリーの廃棄物によりこれを供給可能と考

えた。

広域輸送モデルにより得られたパーム油由来の

BDF供給シナリオにおける温室効果ガス排出量は，

残バイオマスを利用しない場合で 1，700kg司C02eq/

t-BDFとなった。一方，残バイオマスを利用した場

合は， 1，500 kg-C02eq/t-BDFと約 12%の温室効果

ガス排出量が低減できる結果となった。エネルギー

消費量は，残バイオマスを利用しない場合で 11，000

MJ/t-BDFとなった(図 9)。また，残バイオマス

を利用した場合で 8，000MJ/t-BDFとなり約 27%

のエネルギー消費量が削減できる結果となった。

BDFの低位発熱量は 36，500MJ/tであり，残バイ

オマスを利用した場合，正味で，約 28，500MJ/tの

エネルギーが獲得できる結果となった。

パーム油由来の BDF供給シナリオにおける温室

Blod除問Iphyslc:al pr叩@持les
Cetane number 461070 
主迫田市og陪't'ity@沼 3K 0.87100曲

PO町 point("'C) -151013 
Higher Heating Value (1凶I1<g) 蕊 41041.9

和¥IIL) 34.31037.3 
Lower出副時Vatue 加地g) 話 510語。

(MJIL) 31.8 10 34.7 

向田iI雌制 αIphvsic.1 pr叩制隔
Ce畑nenumber 56 
5坂田凶og悶....ity@233K 田

pour point ("'q -12 
lower Heating Value (M品 g) 43.1 

(MJIL) 35.7 

End User 

効果ガス排出量では，パーム油工場のラグーンから

のメタン排出量が全体の約 1/3を占めている。こ

のメタンを焼却もしくはエネルギ一変換によって

利活用することで鼠室効果ガス排出量の軽減はさ

らに可能といえる。一方，パーム油由来の BDF供

給シナリオにおけるエネルギーの消費量では，エス

テル変換に必要なメタノールの製造とその原料分

による消費が大きい。また，プランテーションにお

ける窒素肥料の消費が大きい点も看過できない。残

バイオマスの燃焼後の灰を利活用する場合やコン

ポスト化する場合などとの比較を，今後とも慎重に

検討していく必要がある。

4.おわりに

熱帯プランテーション地域を対象とした，バイオ

マス利活用システムの設計支援ソフトウェアを開

発した。いくつかの使用例を検討したところ，地

場のバイオマスを利活用することによる自立型地

域システムの創生に向けた検討や，熱帯プランテー

ションで生産されるバイオ燃料について，例えば我

が間に輸入する場合を想定した生産・輸送に伴うエ

図 pton州制

iI@] Tran~port 1 

包加叫閉

口Tran乞剛 2

E塁。抽出間

関Tront抑"

図9 パ ム油由来の BDF供給シナリオにおけるエネルギー消費景 (MJ/tonδDF)
PLモデル、 AIモデルからデータを受け取って、バイオマス燃料輸入のライフサイクルインベントリデータを

推計する。

Plantation: プランテーションにおける消費量 (PLモデルからの出力結果)

Transport 1・プランテーションからパ ム油工場までの輸送

正xtractlon目パーム油工場 (AIモデルからの出力結果)

Transport 2目パ ム油工場から BDF製造工程へのパーム油 (CPO)の輸送

Conversion: BDFの製造(エステル変換に必要なメタノー)["の製造を含む)

Transport 3・BDFの製造工程から港を経由した日本までの輸送
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ネルギー消費鼠室効果ガス排出量等が推計でき

た。また，持続的な経営を目指すには，残バイオマ

スの有効利用や，栽培方法の改善品種改良を通じ

た生産性の向上についての継続的な検討と改善が

不可欠であることが示唆された。

本ソフトウェアは，各工程のサブモデルを構築し

たことで，バイオマス利活用の包括的な評価を可能

とした。これにより，本ソフトウェアの使用を通じ

て，各工程に直接携わるユーザ、や，間接的に指導に

当たる農学，工学など各分野の専門家は，常に全体

を術搬しながら拐当部分の現状把援や改善対策を

講じることが可能となった。他の工程との相互理解

を深めながら，バイオマス利活用の設計ができる意

義は，何よりも大きい。

今後は，ユーザからの指摘も広く受け，具体的な

要望に合わせて，適宜改良を加えると共に，分析精

度向上に向けた補完的なデータの充実を図ってい

く必要がある。さらには，バイオマス利活用に関わ

る研究機関のネットワークと現地企業との連携強

化も図ることで，本ソフトウェアによる様々な実際

問題の解決が期待される。
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Abstract 

We developed the AB-NET (Asia Biomass Network Model) software to evaluate 

the biomass utilization activities in Asian region. AB-NET consists of the following four 

models. 

Plantation Model;τbe user can determine the best fertilization method inc1uding not 

only chemical fertilizers but also biomass residue by viewing the results of productivity， 

energy consumption， CO2 emission， total cost， and furthermore， flow balance of nutrients. 

Agro-Industry Model;τbis model aims to improve the effective utilization process of 

biomass energy from plantations in the Agro噂Industry.Therefore， the model has functions 

to show process flow， material and energy consumption of each unit process， and to design 

an efficient process. 

Region model; This model integrates the results by Agro-Industry model and the 

Plantation model and ca1culates the effect of biomass residues utilization in order to 

estimate the amount of greenhouse gas and energy balance. 

International Transportation model; This model was developed to compare possible 

biofuel supply chains and assess the influence of long何distanceinternational biofuel 

transport especially in the transportation of biomass fuel from tropical plantations. 

Key Words: Tropical plantation， Biomass utilization， Simulation software， Energy 

balance， Greenhouse gas emission 
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