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一般論文

環境科学会誌23(5) : 351-362 (2010) 

中国農村地域におけるメタン発酵装置の

導入効果と持続可能な発展

楠部孝誠*.t・稲田義久村・下回 充*叫

摘要

中国政府は農家の貧困改善やバイオマスエネルギーの利用，森林伐採の抑制などを目的

として農家向けに小規模のメタン発酵装置の導入を促進している。多くの利点が指摘され

ているメタン発酵装置だが，実際にその効果が現れているかについては，農村での実態調

査を行わなければ明らかにすることはできない。そこで，本研究では湖南省常徳市と安徽

省六安市の二つの地域で農村調査を実施し，メタン発酵装置の導入効果を分析した。調査

結果から，湖南省常徳市ではメタン発酵装置の導入によって，農家の貧悶改善，地域の環

境保全に効果が見られた。一方，安徽省六安市では電力網の整備や出稼ぎの増加等の影響

で，メタン発酵装置の導入効果は見られず，その効果には農村地域の立地条件や経済状況

が大きく影響していることが明らかになった。農村の生活向上，農業生産の維持向上など，

今後の農村の持続可能性という点では，貧困地域では積極的なメタン発酵装置の導入が有

効であろう。また，都市近郊の農村地域では農家世帯ではなく，大規模なメタン発酵装置

の導入を軸にした産業振興を図ることが農村地域の持続的な発展に寄与すると考えら

れる。

キーワード:メタン発酵，家畜ふん尿，生活改善，クリーン開発メカニズム，中国
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1.はじめに

中国政府は，農家の生活改善及びバイオマスエネ

ルギーの利用促進や農民による森林伐採の抑制を

目的として，戸別農家用の小規模メタン発酵装置の

導入を積極的に推進している。メタン発酵装置の導

入により期待される効果としては，以下のようなこ

とが挙げられる。

さらに，炊事でのメタンガスの利用による副次的

な効果として，健康面での改善が期待できる。すな

わち，メタンガス用のコンロを炊事で使用すること

で，換気機能の低い家屋での練炭や薪，草木といっ

た低質燃料の燃焼を回避でき，健康被害の軽減に貢

献する。

第 1に，資源の有効利用による経済的便益の発生

である。農家は通常，数頭の豚や牛，羊などを飼養

しているため，家畜のふん尿をメタン発酵の原料と

することができる。回収したメタンガスを炊事に利

用することで，燃料である練炭の使用量の抑制につ

ながり，燃料費支出の削減が期待できる O また，メ

タン発酵後の消化液は液肥として利用できるため，

化学肥料の使用量の削減も農家の支出削減に寄与

する 1)。

2009年 6月 10日受付， 2010年 3月24日受理

第 2は，環境面での保全効果である。メタン発酵

装置の導入は，農民が生活エネルギーの燃料源とし

て森林から伐りだしていた薪をメタンガスで代替

し，森林破壊の防止に寄与する。また，従来，周辺

河川や土壌へ流出していた家畜ふん尿を密閉型の

メタン発酵槽で処理することによって，水質汚濁を

軽減し衛生環境を改善することができる。

メタン発酵装置の導入による，以上のような効果

の現われ方について，われわれは湖南省常徳市と安

徽省六安市の二つの地域で農村アンケート調査を

実施した。本研究の目的は，これらの調査結果に基
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づき，戸別農家用のメタン発酵装置導入が農村家計

や環境に及ぼす効果を分析し先進事例の考察を踏

まえて中国農業の持続可能な発展への合意を導出

することにある。

本稿の構成は，以下のとおりである。 2. では，

まず予備知識として中国の農村に導入されている

メタン発酵装置の特徴と現況，中国政府による同装

置の導入計画について整理する。 3. 及び4. にお

いては，湖南省常徳市及び安徽省六安市で実施した

2つの農村調査の結果を報告する。メタン発酵装置

の導入が比較的成功している前者のケースでは，メ

タン発酵装置を導入している農家と導入していな

い農家のエネルギー消費量や大気中へのメタン放

出量などを比較・分析しメタン発酵装置の導入に

よる経済的効果と環境に与える影響を検証する。メ

タン発酵装置の導入によって期待された効果を上

げていない後者のケースでは，地域特性の観点から

その要因を分析する。 5. においては，調査した二

つの地域の特性を踏まえて，メタン発酵装置の導入

の今後の方向性を検討するとともに，本分析から得

られる中国農村地域における持続可能な発展への

合意を述べる。最後の 6. は本研究のまとめである。

2.農村地域でのメタン発酵装置の利用と展開

近年，農村地域への電力網の整備が徐々に進んで

いるが，経済発展が著しい都市地域と比べ農村地域

の所得水準は絶対的に低く，貧困地域では容易に電

力が利用できないのはもちろんのこと，練炭などの

石炭利用さえ十分ではない地域もある2)。そのため，

農村では，薪やワラが伝統的な生活エネルギーとし

て現在も多く利用されている。しかし，薪やワラの

需要の増加に伴い，森林からの薪などの伐採量が増

加したことによって植生が破壊され，森林が消失す

るなど生態系に重大な影響が生じている。地域に

よっては森林の消失によって，土壌流出が起こり，

土壌の保水機能が著しく低下している場合もある3)。

また，このような貧困農家では家屋の設備が十分で

はなく，換気性能が低い家屋も少なくない。そのた

め，室内で調理用に薪やワラ，草木，低質の練炭等

を燃焼すると，排気ガスが室内から十分に排気され

ず，家事を担う女性を中心に人体への影響が報告さ

れた例もある 3)。

こういった背景から農村地域を対象に農家のエ

ネルギー消費構造の改善と生活の質の向上，森林

保全を目的とした「一池三改」を基本としたプロ

ジェクトが，国家主導で推進されている。「一池三

改」とは，メタン発酵装置(一池)を設置し，台所，

トイレ，家畜小屋を改修する(三改)ことによって，

生活排水，人糞尿，家畜ふん尿をメタン発酵槽へ投

入し，メタンガスを発生させる方法である。このプ

ロジェクトは農村の生活の質の向上を目指すとと

もに，増加するエネルギー需要に対する国家のエネ

ルギ一戦略の重要な対策としても位置づけられて

いる4)。

このような戸別農家向けの小規模メタン発酵装

置は近年開発されたものではなく. 1960年代から

主にエネルギー産出と肥料効果を目的に導入され

ていたが，当時の発酵槽は質が低く，多くが短期

間で使用不能になっていたため，広く普及しなかっ

た。しかし 1980年代後半にそれまでの経験の集

積と技術者の養成によって，気候，原料の違いに適

応する標準的な装置が普及し始め5) 2005年末の時

点で，メタン発酵装置の導入農家は 1，800万戸に達

し，約 69 億 m3 のメタンが産出され• 6，300万ムー

(420万ha:1ムーは中国の耕地面積単位で約 6.67a)
相当の林地を保護したと推計されている。さらに，

潜在的にメタン発酵装置の導入可能な農家は，以下

の(1)から (3)の条件を勘案して，全国の農家の

約60%に相当する1.48億戸と推定されている6)。

(1)原料特性

農業を営むが出稼ぎを中心にしている農家，漁業

や園芸業を主とする農家(農家全体の約 23%)を

除外。

総農家数(約 2.49億戸) x (1 -0.23) = 1.91 

億戸をベースにして，

(2)気候適正

メタン菌の活動温度の下限値を 8度以上と設定

しこの気温を維持できない高緯度，高海抜地域の

農家((1)の農家の約 5%.約0.096億戸)を①か

ら除外しさらに

(3)農家の社会経済条件

(A)石炭，太陽エネルギー，風力エネルギー，

水道と電気供給が豊富な地区 (B)遊牧を主とす

る地区 (C)経済が発達し，全面的にエネルギ一

利用が可能な地域. (D)貧困でメタン設置費用が

ない農家((1)の農家の 17.5%.約0.334億戸)を

(1)から除外したものである。

その上で，中国農業部は 2010年及び2015年にお

ける農家用メタン発酵装置の導入目標を設定して

いる。 2010年末の目標値である 4，000万戸への導入

によって，メタン生産量は 155 億 m3• 2015年の目

標値である 6，000万戸への導入によって，メタン生

産量は 233億m3回収できると推定している。なお，

2000年頃から農家だけではなく，畜産施設へのメ

タン発酵施設の導入も始まっている4)。
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3.湖南省常徳市鼎城区での農村アンケート調査結果

3.1 調査対象地域の概要

戸別農家へのメタン発苦手装置の導入効果を検証

するため，湖南省常f恵子打鼎城区の農村地域におい

て， 2005 年 12 月 15 日 ~22 日にかけてアンケート

調査を実施した。調査対象である湖南省常徳市鼎城

区は，障 lに示すように湖南省の省都である長沙市

から約 200km西北に位置する常徳市の市轄区注1で

ある O 常徳市は 2つの市轄区(武陵区，鼎城区)以

外に， 1県級市と 6県を管轄している。この常徳市

の市轄区である鼎減肢は， 32の郷・鎮から構成さ

れ，人口 85万人で、あり，このうち農村地域に居住

図1 調筆対象地域である湖南省常得、市と安徽雀六安市

↓↓j 地下浸透

する農民が72.5万人を占める。総面積が2，451km2

で，このうち耕地図積が約 103万ムー(約 7万ha)

で総面積の約 3割に相当する。調査対象となる農家

の一般的な経済状況を知るよで，統計資料を参考

にすると，湖南省の 2006年の一人あたり GDPが

11，830元であるのに対し，常徳市鼎城区では 7，964

元と大きく下回っている。さらに， 20例年の鼎城

匿の都市部住民の純収入が8，872元であるのに対し

て，農民のそれは 2，981元と大きな格差がある 7-8)。

この常徳市鼎城区の農村地域でメタン発酵装置

を導入している農家(以下，導入済農家)と導入し

ていない農家(以下，未導入幾家)各 20世帯，計

40-tl士帝を対象にメタン発酵装置の導入効果に関す

るアンケート調査を実践した。調査対象となる農家

は，この地域の平均的な農家を選定し導入済農家

については，近年，問装置を導入した農家に限定し

た。調査察は，メタン発酵装置の導入状況を把握し

ている鼎城区エネルギー弁公室仰の関係者に委託

し訪問箇援方式により実施した。

3.2 現地で導入されているメタン発酵装遣の概要

アンケート調査の結果を示す前に，現地で導入さ

れているメタン発酵装置について概説しておく(図

2)。標準的なメタン発酵装置(後述する安徽省六安

市裕安区で視察した農家も含む)では，発酵機は豚

小麗の真下に地中埋設されているが，鼎城区で視

察した農家のメタン発酵槽は豚小屋の近くの地下

に埋設されていた(写真 1)。地中埋設しているの

は，加温なしに発群槽内の温度を維持しメタン発

酵を安定的に維持するためである。発酵機の大き

さは 8m3， 10 m3， 12 m3， 15m3が標準サイズとされ，

農家の状況や家音の飼養数に応じて選択される。こ

の地域の農家では 8m3あるいは 10m3のサイズの

発酵槽が多く利用されている。また，発酵後の消化

液を肥料として利用できるように，発酵機は開問が

脱硫装立さえ

図2 農家でのメタン発酵装置の導入イメージ(左:装置導入前，右:装置導入後)
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できる構造になっている O 発酵機内でのふん尿の滞

留販問は約 3~6 ヶ月とされている。

3.3 アンケ…ト調査の分析結果

農家 40世帯に対して笑施したアンケート調資の

結果を表 1に示す。最初に，農家の平均年収を比

較すると，未導入農家が 19，808元，導入済農家が

37，525元と大きな格差が認められた。

その要因であるが，まず未導入農家，導入済農家

の平均農地面積はそれぞれ 6，935m2と6，776m2と大

きな差はなく，生産物の構成もほぼ問様であるこ

とから，平均年収格差の主因ではないと推測できる O

一方，家畜の飼養数を比較すると，未導入農家は豚

が2.1頭/世帯，羊が0.0~頁/世帯に対して，導入

済農家は豚が 15.6頭/世帯，学が 18.1頭/世帯と

大きな差が認められ，苦言産収入の差が年収格差に大

きな影響を与えていることが分かる。また，向じJj家

を飼養する農家の中でも繁殖豚を飼養する農家の年

収が高い傾向があり，子豚を購入し，肥脊後に販売

するよりも，技術を必要とするが自前で繁殖する方

が，収益率が高いことが伺える O

次に，エネルギー消費の構造を比較する。未導

入農家の練炭の平均消費量が 701.5kg/年に対して，

導入済農家のそれは 99.0kg/年となっており，未導

入農家は導入済農家に対して練炭を 7.1倍も消費し

ている。薪についても同様で未導入農家は導入済

農家の 9.4倍を消費している。さらに，未導入農家

では年間平均約 3，000kgの籾殻が消費されているが，

導入済農家ではほとんど使用されていない。このこ

とから，メタンガスの悶収・利用が練炭や薪，籾殻

などの既存の燃料を代替していることが分かる。

また，導入済農家において，メタン発酵装霞の導

入前と導入後の王子均エネルギー消費量を比絞する

と練炭が 1，219kg/年から 99kg/年と導入前の 8%

写真 1 メタン発酵槽

にまで低下している。同様に薪も 1，878kg/年から

80kg/年と導入前の 4%にまで低下している。この

点からもメタンガス発酵装置によって回収されたメ

タンが従来の燃料源を代替していることは明らかで

ある。

一方，化学肥料の消費量を比較すると，導入済

農家の年間平均消費量が 516kgであるのに対して，

米導入農家の消費量は年間 1，558kgと約 3倍の化学

肥料を浪費している。米導入農家と導入済農家の農

地面積には大きな羨がなく，農産物の生産体系にも

大きな違いがないことを考えれば，導入済農家がメ

タン発酵後の消化液を液肥として利用することで，

化学肥料-を代替していると推測できる。さらに導

入済農家のメタン発酵装置の導入前後で化学肥料

の治安量を比較しでも約 60%の節減が実現してい

ることからも閃様の結論が得られる。このようにメ

タン発酵装置の導入によって，経済的には練炭や薪，

籾殻などの既存の燃料や化学肥料の消費が抑制され，

家計支出の減少に賛献していることが確認された。

他方，環境箇においてはメタン発酵装置の導入に

よって，森林保全や周辺の水質汚濁の軽減が期待さ

れている O メタン発群装置の導入前後や導入済農家

と未導入農家周辺での厳密な水質調査を実施してい

ないので，定量的な比較はIIJ苦IEであるが，家斎ふん

尿処理の適正化によって，周辺環境への家畜ふん尿

の流出が減少していることから，水域への負荷は軽

減されていると推測できる O 森林保全についても同

様で，薪の消費量の減少は森林からの薪の伐採量の

減少に直結することから，メタンガ、スの利用によっ

て森林保全に一定の効果があると推測しでもよいだ

ろっ。

家畜ふん尿からメタンガスを拙出し，エネルギー

利用することは地球温暖化紡止の視点からも一定の

効果が認められる。つまり，家畜ふん尿から発生す

るメタンを直接大気へ放出せずに，燃料として利用

し二酸化炭素として大気へ排出することで温室効

果を緩和できる。さらに，燃料として利用していた

練炭の消費を減らすことで，練炭の燃焼に伴う二酸

化炭素発生量も問時に抑制できる O

家畜ふん尿から発生する正確なメタン放出量

を求めるには，モニタリング調査が必要である

が，ここでは京都議定書における CD羽 (Clean

Development Mechanism ・クリーン開発メカニズ

ム)で採用されている方法論AMS-III.R9lを用いて，

メタン発酵装置の導入による温室効来ガスの排出低

減効果を試算した。なお，前提条件として. 1世帯

に豚を 2~長飼養していると仮定し試算に用いた各

パラメータは，中国で実際に実施されている CDM
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湖南省常徳市県城区での農村アンケー卜調査結果表 1

導入済農家 (20世帯)

平均値標準偏差最大値 最小値

未導入農家 (20世帯)

平均値標準偏差最大値最小値
単位項目

3.0 

22，000 

2，000 

1，700 

1，980 

3.0 

6.0 

78，400 

60，000 

70，200 

15，160 

0.9 

18，175 

13，917 

16，867 

3，440 

4.1 

37，525 

22，125 

15，400 

6，776 

15.6 

2.0 

9，000 

6.0 

43，000 

18，000 

1.1 

7，489 

5，858 

3.8 

19，808 

7，675 

人

一
冗
一
冗
一
冗

合計

家族人員数

年収

200 

3，000 

1，200 

1.0 

33，000 

13，200 

3.0 

7，268 

3，104 

0.8 

12，133 

6，935 

2.1 
m
 

現金

現物

農地面積

58.0 16.2 頭Eま家畜数

0.0 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 頭雄豚

0.0 28.0 6.3 2.9 0.0 2.0 0.6 0.3 頭繁殖豚

0.0 53.0 13.4 12.6 nu 

円

U3.0 0.9 1.6 頭肥育豚

0.0 3.0 0.7 0.2 0.0 2.0 0.7 0.4 頭

0.0 108.0 34.3 18.1 0.0 nu 
nu 

0.0 0.0 頭

0.0 

0.0 

0.0 400.0 112.7 80.0 300.0 1200.0 292.9 749.5 

0.0 1000.0 264.6 100.0 120.0 3756.0 15000.0 3106.0 

0.0 

ハU• nu 

360.0 6000.0 1751.9 1878.0 

0.0 5000.0 1280.6 1790.0 

0.0 60.0 18.5 9.6 

160.0 2000.。399.6 516.0 400.0 8000.0 1581.0 1558.0 

羊

禽獣

(練炭)

(薪)

(籾殻)

(LPG) 

(練炭)

(薪)

(籾殻)

(LPG) 

(現在)

(導入前)

牛

80.0 

200.0 

19.7 

61.1 

30.3 

99.0 

18.0 

300.0 

40.0 

1800.0 

6.6 

337.5 

31.3 

701.5 

0.0 

2000.。

400.0 4000.0 806.3 1322.5 

;j~ 

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

kg/年

元/月

エネルギー消費

(現在)

0.0 

565.4 

0.0 

1219.0 

0.0 24.0 8.9 4.2 

エネルギー消費

(導入前)

化学肥料消費量

化学肥料消費量

500.0 2280.0 451.6 1071.2 315.0 1250.0 262.6 663.0 合計

食品

月間消費支出

250.0 700.0 125.9 411.5 200.0 600.0 103.2 369.0 元/月

元/月 ハU• ハU100.0 36.6 15.0 0.0 100.0 22.4 5.0 家賃

20.0 80.0 20.2 44.6 15.0 50.0 9.0 25.1 元/月電気

0.0 0.0 0.0 0.0 元/月ガス 0.0 

0.0 

0.0 

13.0 

0.0 

5.3 

0.0 

5.1 0.0 0.0 nu 
nu 

ハH
U
• ハU

U
元/月

元/月

水道

20.0 100.。27.0 50.5 0.0 50.0 10.0 25.5 家具・家事用品

30.0 300.0 71.3 98.0 20.0 200.0 40.2 51.0 元/月衣料・履物

20.0 100.0 30.8 46.2 10.0 100.。18.6 27.5 元/月

元/月

医療

交通通信 50.0 200.0 41.9 117.4 30.0 150.0 29.2 51.9 

0.0 1000.。331.9 285.6 0.0 500.0 173.2 107.5 元/月教育

元/月教養・娯楽 0.0 

0.0 

100.0 

80.0 

30.0 

20.7 

20.6 

7.5 

0.0 

0.0 

10.0 

0;0 

2.2 

0.0 

0.5 

0.0 元/月その他

月間非消費支出

(租税，社会保障，寄付等)
0.0 

注)導入済農家の「雄豚」項目のサンプル数は 19世帯

注)導入済農家の月間消費支出における「教育J1教養・娯楽」項目のサンプル数は 18世帯

注)未導入農家の月間非消費支出項目のサンプル数は 17世帯，導入済農家のサンプル数は 18世帯

100.0 37.1 24.2 0.0 20.0 7.2 5.3 元/月
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の値を利用した。

未導入農家 1世帯から排出される温室効果ガス発

生量 GHG1は，式 (1)による家畜ふん尿から発生

するメタン Elと式 (2)による練炭の燃焼による二

酸化炭素排出量E2の合計で算出する。なお，練炭

の消費量はアンケート調査で得られた未導入農家

の平均値を用いた。その結果，未導入農家 1世帯か

ら発生する温室効果ガス GHG1は年間 1.68t-C02eq

になった。

GHG1 =El +Ez (1) 

GHG1 Total greenhouse gas emission from 

household before the installation of digester， 

t-C02eq yr-l 

El CH4 emission from deep pit manure 

management system， t-C02eq yr-l 

E2 CO2 emission from coal combustion for 

household before the installation of digester， 

t-C0
2 
yr-l 

E1 = (VS x 365) 

x [Bo x 0.6刀{g/m3x (MCF /100) x MSl 

X GWPCH4 x (1/1∞0) x LN (2) 

VS Daily volatile solid excreted for swine， kg dry 

matter swine-1day-1， as per 2006 IPCC Guideline 

for National Greenhouse Gas Inventories， 

Volume 4， and Chapter 10←0.3) 
365 Basis for calculating annual VS production， 

dayyr-l 

Bo Maximum methane producing capacity for 

manure produced by swine， m3 CH4 kg-
1 of 

VS excreted， as per 2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories， Volume 

4， and Chapter 10←0.29) 
0.67 Conversion factor of m3 CH4 to ki10grams 

CH4， kg/m3 

MCF Methane conversion factor for deep pit 

manure management system under Changde 

climate， %， from IPCC 2006 Guidelines Table 

10A・7，Chapter 10， Volume 4 (=32) 

MS Fraction of swine manure handled using 

manure management system. In this case， 100 

percent of manure is stored in deep pit. 

GWP CH4 Global Warming Potential (GWP) of CH4 
(=21) 

LN Average swine population for household (=2) 

Ez=BGc岨 XEFRawcoal (3) 

BGcoa1 Average annual coal consumption for 

household before the insta11ation of digester， t 

EFRawcoal Emission factor of raw coal， t-COzlt-coal 

←1.98) 

同様に，導入済農家から発生する温室効果ガス発

生量 GHG2は，式 (5) によるふん尿処理からのメ

タン発生量 E3と式 (6)による練炭の燃焼による二

酸化炭素排出量の合計によって算出した。

GHG2=Es+E4 (4) 

GHG2 Total greenhouse gas emission from 

household after installation digester， t-C02eq 

E3 CH4 emission from physical leakages in the 

biogas digesters in year， t-C02eq 

E4 CO2 emission from coal combustion for 

household installed digester， t-C02 yr-l 

E3=LF 

X [GWPCH4 X DCH4 X Bo x VSl /1000 (5) 

LF Methane leakages from anaerobic digesters， 

default value of 0.10 can be taken according 

to Table 10A-8 of 2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories， Volume 

4， and Chapter 10. 

GWP CH4 Global Warming Potential of CH4←21) 
Bo Maximum methane producing potential of the 

swine manure treated in the biogas digesters 

as per 2006 IPCC Guidelines for N ational 

Greenhouse Gas Inventories， Volume 4， and 

Chapter 10 (m3 CH4 per kg of dm by animal 

type).←0.29) 
DCH4 Conversion factor of m3 CH4 to ki10grams 

CH4 (0.67kg/m
3， as per 2006 IPCC guideline， 

see Volume 4， Chapter 10， page 10.42) 

VS Annual amount of volatile solid仕eatedin the 

biogas digesters on a dry matter weight basis 

as per 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories， Volume 4， and 

Chapter 10 (kg of dm per year) (=219) 

E4 = BGcoal x EF Rawcoal (6) 

BGcoa1 Average annual coal consumption for 
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household after installation digester， t 

EFRawcoal Emission factor of raw coal， t-C02/t-coal 

(=1.98) 

この結果，導入済農家からは年間 0.29t開C02eqの

温室効果ガスが排出されていることになる。未導

入農家の排出量 GHG1と比較すると，メタン発酵

装置を導入することによって，1世帯あたり年間

1.39t -C02eqの温室効果ガスが削減で、きることになる。

4.安徽省六安市裕安区での農村アンケート調査結果

4.1 調査対象地域の概要

次に， 2008年7月28日から 30日にかけてアン

ケート調査を実施した安徽省六安市裕安区の概要

を示す。調査対象とした安徽省六安市裕安区は，図

lに示しているように安徽省の省都である合肥市に

隣接する六安市に属している。六安市は安徽省の西

部に位置し， 2つの市轄区(金安区，裕安区)と 5

つの県(寿県，震山県，塞郎県，各城県，金泰県)

を管轄している。統計資料によれば， 2007年の安

徽省の一人あたり GDPが 12，045元，六安市の一人

あたり GDPは7，216元である。この六安市の市轄

区である裕安区は総人口 97万人(総人口の約 85%

が農業人口)，面積 1，926km2で19の郷・鎮を管轄

している。裕安区の一般的な農家の経済状況とし

て， 2006年の農民 1人あたりの平均純収入をみると，

安徽省の農民一人あたりの純収入が2，969元，六安

市全体が2，521元であるのに対して，裕安区では

2，385元となっており，安徽省あるいは六安市と比

較しでも農民の収入が低い地域といえる 10，11)。

この六安市裕安区にある徐集鎮(人口 41，000人，

面積88km2) という集落において，訪問面接方式で

農村調査を実施した。調査対象となる農家の選定

は，安徽大学三農問題研究センターと徐集鎮政府の

協力を得て，この地域の平均的な農家で導入済農家

40世帯，未導入農家45世帯の計85世帯を選定した。

実際の訪問調査は安徽大学三農問題研究センター

に委託した。なお，湖南省調査と同様に年収，農地

面積，家畜数等の基本的な調査項目以外に， 2006 

年に流行した疫病の影響を調査するために，家畜飼

養の現況，過去の家畜の飼養経験，メタン発酵装置

の原料等の項目を調査に追加した。

4.2 アンケート農村調査の分析結果

湖南省での調査と同様に，まず，農家の年収を比

較すると，表2に示すように，未導入農家が29，276

元，導入済農家が22，612元となり，未導入農家の

方が年収は多いという結果がでた。この差の要因を

検証するために，まず，耕作地面積および農業生産

物の構成を比較したが，耕作地面積に大きな差はな

く，ほとんどの農家は米を生産していることから，

農業収入による影響ではないと考えられる。一方，

畜産収入を検証するために家畜の飼養頭数を調べ

た結果，未導入農家45世帯のうち， 37世帯は豚も

牛も飼養していなかった。さらに，導入済農家にお

いても 40世帯の半数以上となる 26世帯の農家が同

様に家畜を飼養していなかった。このため，農業お

よび畜産業などの一次産業収入の年収に占める割

合が未導入農家では約 20%，導入農家でも約 30%

にしか過ぎない。

一次産業以外に年収に大きく影響しているのが，

出稼ぎによる農業外収入である。出稼ぎ世帯と出稼

ぎなし世帯で年収を比較したところ，導入済農家で

は40世帯中，出稼ぎをしている農家は 24世帯で平

均年収が27，346元，出稼ぎをしていない農家が 16

世帯で平均年収 15，511元と大きな差が認められた

(表3)。未導入農家でも出稼ぎ世帯が45世帯中 33

世帯で平均年収が35，516元であるのに対して，出

稼ぎをしていない農家 12世帯の平均年収が 12，128
元と導入済農家と同様の結果であったO この地域の

農民にとっては，安徽省の省都である合肥市や上海

市という，農民の移動制約からくる不利を上回る魅

力的な所得源が近くにあることから，メタン発酵装

置の導入ではなく，出稼ぎが家計収入に大きな影響

を与えている。

一方，豚や牛などの家畜を飼養していなければ，

当然のことながら，メタン発酵装置を導入していて

も原料となる家畜ふん尿が供給されないし，出稼ぎ

によって人糞尿の供給も低下するため，原料不足に

よりメタン発酵を維持できないことは明らかであ

る。そのため，導入済農家では近隣の養豚場からふ

ん尿をわけでもらい，メタン発酵を行っている。し

かし働き手が出稼ぎに行っているため，運搬のた

めの労働力が不足し，安定的にふん尿を供給でき

ず，持続的なバイオマスエネルギーの供給とは言い

難い。実際，導入済農家と未導入農家のエネルギー

消費を比較しでも大きな差がなく，両者とも主た

るエネルギー源として電気及びガスを利用してい

る。この点からもメタン発酵装置の導入による経済

的効果がほとんどないことがわかる。つまり，メタ

ン発酵装置導入の当初の目的の一つである森林伐

採の抑制は，電力網の普及やガス供給の拡大によっ

て，既に実現されていることになる。

さて，メタン発酵装置を導入しているにも関わら

ず，農家はなぜ家畜を飼養していないのだろうか。

未導入農家を含めて，現在，家畜を飼養していない

農家(豚を飼養していない農家 65世帯，牛を飼養
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表 2 安徽省六安市裕安区での農村アンケー卜調査結果 1

未導入農家 (45世帯) 導入済農家 (40世帯)
項目 単位

平均値 標準偏差 最大値 最小値 平均値 標準偏差 最大値 最小値

家族人員数 人 3.9 1.2 6.0 2.0 4.3 1.1 6.0 2.0 

年収 元/年 29279.6 41472.6 208500.0 700.0 22612.6 25270.6 153600.0 3850.0 

一次産業収入 元/年 6088.3 4208.5 25000.0 0.0 7204.2 5224.9 25400.0 0.0 

農地面積 m2 4402.0 2267.8 12139.4 0.0 4869.1 2601.3 12673.0 0.0 

家畜数 目家 頭 0.2 0.6 2.0 0.0 1.6 5.2 30.0 0.0 

牛 頭 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 0.3 1.0 0.0 

エネルギー消費 (石炭) 元/年 118.2 144.0 500.0 0.0 129.5 325.4 2000.0 0.0 

(薪) 元/年 33.3 118.7 600.0 0.0 10.0 44.1 200.0 0.0 

(ガス) 元/年 212.4 295.5 1800.0 0.0 201.0 145.4 440.0 0.0 

(電気) 元/年 401.6 326.6 1800.0 0.0 362.5 176.2 1000.0 120.0 

表 3 安徽省六安市裕安区でのアンケート調査結果 2

未導入農家 導入済農家

項目 単位 出稼ぎあり (33世帯)出稼ぎなし(12世帯)出稼ぎあり (24世帯)出稼ぎなし (16世帯)

平均 標準偏差

世帯人数 人 4.1 1.0 

年収 元/年 35516.5 46784.7 

一次産業収入 元/年 5835.6 3139.9 

農地面積 m2 4274.7 1888.5 

家畜数 目家 頭 0.3 0.7 

牛 頭 0.1 0.2 

エネルギー消費 (石炭)元/年 110.9 149.4 

(薪)元/年 36.4 134.2 

(ガス)元/年 198.5 320.6 

(電気)元/年 389.7 272.5 

豚飼育世帯数 世帯 7 

牛飼育世帝数 世帯 2 

家畜なし世帯数 世帯 25 

家畜飼育経験あり 世帯 22 

していない農家 79世帯)に過去の家畜の飼養経験

と飼養を中止した理由を調査した。その結果，豚に

関して最も多かった意見は，病気による死亡であ

り， 2006年に流行した疫病で半数の農家が豚を失っ

ている。さらに，近年の飼料や子豚の購入価格の高

給により利益率が低下したこと，出稼ぎなどによっ

て労働力や家畜飼養の時間が確保できないこと等

が豚の飼養を中止した理由として挙げられた。牛に
1 

関しては，元来，経済目的で飼養しているわけで、は

なく，役畜として利用していたため， トラクターの

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

3.3 1.3 4.5 1.0 3.9 1.1 

12128.1 8652.1 27346.6 30122.5 15511.6 13395.4 

6783.1 6438.0 6500.7 4099.7 8259.4 6574.9 

4774.6 3245.2 4512.8 2378.6 5361.8 2983.4 

0.0 0.0 1.6 6.1 1.4 3.7 

0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.3 

138.3 131.8 161.7 403.5 81.3 147.1 

25.0 62.2 8.3 40.8 12.5 50.0 

250.8 219.5 187.3 155.1 221.6 131.7 

434.2 457.3 400.0 196.1 306.3 127.1 

O 8 5 

O 3 

12 15 11 

11 12 10 

購入(共同購入)によって，必要性が低下し，飼養

を中止している農家が大半であった。

本調査の結果からは，当該地域では出稼ぎによる

農業外収入の増加，家畜飼養の収益性の低下，利便

性の高い電気やガスの普及などが相まって，湖南省

常徳市鼎城区のようなメタン発酵の導入による経

済的，環境的効果は見られなかった。むしろ，農村

の空洞化，農業生産への影響，エネルギー需要の増

加といった農村が抱える問題が明らかになった。こ

れは当該地域に限らず，経済状態や地理的状況が類
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似した東部沿岸地域に近い農村では，同様の問題が

起こっているのではないかと懸念される。

5.農村地域でのメタン発酵装置の導入・普及に向

けた個別的対策

農村地域で実施した二つのアンケート調査から

農村の立地条件や経済状況によって，メタン発酵装

置の導入効果は大きく異なることが分かつた。この

ため，今後のメタン発酵装置の導入普及に向けで

は，農村地域の特徴を踏まえた検討が極めて重要で

ある。

ここでは，今回の調査結果をもとに，湖南省常徳

市鼎城区のような生活の主なエネルギーを薪や練

炭などに依存している地域，安徽省、六安市裕安区の

ように電気やガスなどの利便性の高いエネルギー

を利用できる大都市近接地域，それぞれの農村地域

へのメタン発酵装置の導入に向けた対策について

検討する。

5.1 従来型エネルギーに依存する地域へのメタン発

酵装置導入の問題とその対応

湖南省常徳市鼎城区のように生活の主なエネル

ギーを従来型資源である薪や練炭などに依存する

農家では，メタン発酵装置の導入による経済的，環

境的効果が期待できるが，今後の普及には，メタン

発酵装置の導入資金の調達，メンテナンスサービス

など導入後のサーピスの不備，農家への説明不足

(経済的・環境的効果を農家が理解していなし、).等

の問題を残している。

特に，大きな障害となっているのは，導入資金の

調達である。エネルギー弁公室や導入済農家での聞

き取りによれば，メタン発酵装置の導入には約 3，0∞

元の費用が必要になる。装置の導入に際して，中国

政府から約 800元の補助(現金支給ではなく，現物

支給)があるため，実質的には 2，0∞元前後の費用に

なるが，これは未導入農家の平均現金収入7，675元の

約30%にも相当する。農家がメタン発酵装置の導入

効果を十分理解していればいいが，そうでない場合

にこれだけのコストの投資決定は容易ではない。そ

のため，湖南省常徳市鼎城区のような農村地域や当

該地域以上に経済状態が悪い貧困地域において，メ

タン発酵装置を普及させるためには，初期投資であ

るメタン発酵装置の導入コストの軽減が大きな課題

となる。

メタン発酵装置の導入コストを軽減する lつの対

策として.CDM注3を利用する方法がある。 CDM

は，温室効果ガスの削減目標を経済効果的に達成す

るための柔軟性措置として，気候変動枠組条約の京

都議定書において導入された京都メカニズムの lつ

である。そのメカニズムは，温室効果ガスの削減目

標のある先進国が削減目標のない途上国で温室効果

ガス削減事業の実施に関与し当該事業が実施され

なかった場合に比べて，追加的な排出削減があった

場合，当該削減量を先進国の削減目標達成に利用す

ることカ宝できるというものである 12.13)。

この CDMを中国国内で適用した事例として，中

国湖北省思施州の貧困農家を対象に実施されたプロ

ジェクトがある (HubeiEcかFarmingBiogas Project 

Phase 1) 14)。この CDMプロジェクトは，農家33，0∞

戸に小規模メタン発酵装置を導入し家畜ふん尿か

ら発生するメタンの削減とそのメタンガスによって

代替される生活エネルギー源である石炭(練炭)の

燃焼に伴う二酸化炭素排出量を削減する取組みであ

る。

このプロジ、エクトにおけるメタン発酵装置の導入

の資金調達方法に注目すると，装置の費用負担は農

家自身であることに変わりはない。しかし農家は

中国政府等からの補助金以外に，プロジェクト実施

によって獲得できる CERの売却益出を担保に地元

の金融機関から融資を受けることができ，その資金

によって，メタン発酵装置導入コストを実質的に引

き下げることができる。

このプロジェクトの特徴は.(1)農家世帯単位で

見れば，排出削減量は極めて少ないが，地方政府が

33，∞0世帯の農家を一つの排出源として取りまとめ

たことで.CDMとして成立したこ¥と. (2)メタン

発酵装置の導入や CDMの事務手続き等を地方政府

のエネルギー弁公室内に設置された PMO(Project 

Management Office)と民間の事業運営会社が協力し

て実施するため，農家自身は CDM関連の事務手続

きをしなくてもよいこと. (3)地方政府がCDMプ

ロジェクトの実施を保証することで，金融機関が実

質的に農家へ無担保で資金を融資したこと. (4)温

室効果ガスの売却益の一部を利用して.PMOは事務

手続きやモニタリング以外に装置導入後のメンテナ

ンスや運転管理へのアドバイスなどを継続的に実施

できること等が挙げられる。共通して重要なことは，

地方政府が果たす役割である。地方政府が強力なリー

ダーシップを発揮し補助金以外の資金調達の手段

として.CDMを利用することは，貧困農家にメタ

ン発酵装置導入を促進する有望な対策の一つだと考

えられる。

5.2経済発展の影響を受ける地域でのメタン発酵

装置導入の可能性

経済発展が急速に進む東部沿海地域に近接する農

村地域でメタン発酵装置の導入が進まないのは，中

国政府がメタンガス装置の普及と並行して，電力網
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整備を進めていることが影響している。そのため，

今後，電力網あるいはガス設備など利便性の高いエ

ネルギーが利用できるようになれば，これまで以上

にメタンガス導入のインセンティブが低下し，既に

導入している農家も継続してメタン発酵装置を利用

しなくなる可能性が高い。

また，所得の低い農家が電力やガスを利用すれば，

家計を圧迫し，必然的に都市への出稼ぎが促される。

さらに， 2006年に発生した大規模な豚の疫病を機に，

家畜の防疫費が増加している。これに飼料，子豚の

購入価格の高騰が加わることによって，戸別農家で

の家畜飼養の収益性が今後ますます低下する可能性

が高く，農家世帯での家畜の飼養が著しく減少する

ことが予想される。人も家畜も減少すれば，当然メ

タン発酵の原料確保が難しくなり，原料調達の点か

らもメタン発酵の利用低下は避けられない。

このように安徽省六安市のような都市近隣農村

を取り巻く環境を考えれば，農家世帯へのメタン発

酵装置の導入は極めて難しく，中国政府の当初のメ

タン発酵装置の導入目標を大幅に下回る可能性も

否定できない。しかし国土の広さを考えれば，電

力などのインフラ整備には面的な限界があり，今

後，農村地域への安定的な電力の供給には疑問が生

じる。さらに，都市近郊の農村地域でも電力網が整

備されるまでの過渡的な分散型エネルギーとして

メタン発酵装置を利用できれば，農村のエネルギー

需要の急増を緩和できる可能性があるため，戸別農

家に導入したメタン発酵装置のような分散型エネ

ルギーの導入には十分意味がある。そのため，今後，

メタン発酵装置の導入地域の選定には慎重な対応

が必要となる。

また，都市への出稼ぎという形での農家家計の向

上は，農家自身にとっては望ましいかもしれない

が，農村地域の空洞化による農業生産の低下が懸念

される。このような状況の都市近郊農村地域に対し

ては，別の効果的な対策が必要となろう。

問題解決のために，一つの方向性として参考とな

るのが，生態農業注4の概念である。この生態農業

の概念を導入したモデル地区として，北京市郊外の

留民営村がある。留民営村は都市近郊という特徴を

活かし，付加価値の高い野菜の生産を中心に養豚や

養鶏などの畜産業，大豆や飼料などの食品加工業な

と複合的に産業が経営されている。その核として

機能しているのが，家畜ふん尿を原料としたメタン

発酵である。当初は，農家戸別に家畜を飼養してい

たが，畜産業として企業経営することで，大規模な

メタン発酵が可能となっている。回収したメタンガ

スは食品工場や温室のエネルギーに利用するとと

もに，農家の生活エネルギーとしても利用されてい

る。メタン発酵後の消化i夜は有機肥料として，農業

生産に利用することで，化学肥料が削減されてい

る。また，農業や畜産業など第一次産業以外の食品

加工業が農家の余剰労働力を吸収し，農家自身も出

稼ぎに出ることなく，農家所得の向上が実現できて

いる 15)。留民営村については吉川 (2003)に詳しい

ので，参照されたいが，この事例の特徴は，(1)村

民が協力して，一つの企業体のように機能している

こと， (2)耕畜連携，農商連携といった産業連携が

実現し，出稼ぎに出ることなく，余剰労働力を吸収

し農業生産が安定的に維持されていること， (3) 

地域性を活かして，付加価値の高い農産物を都市へ

供給していること，(4)戸別に家畜を飼養するので

はなく，畜産業として集約化したことで，大規模な

メタン発酵によるエネルギ一生産が可能となって

いるとともに家畜の疾病対策を一括管理できるこ

と等，都市近郊の農村地域が抱える問題群に対する

一つの解を示しているのではないかと考えられる。

すなわち，中国農業の持続可能な発展への一つの示

唆といえよう。

6.おわりに

中国の持続可能な発展を考える上では，農村地域

の生活向上や安定的な農業生産が必要不可欠で、あ

ることから，経済的にも環境的にも効果が期待でき

るメタン発酵装置の導入と有効利用に向けた努力

が望まれるところである。しかし今回，農村地域

で実施したアンケート調査によって，すべての農村

地域でメタン発酵装置の導入効果が認められるの

ではなく，農村地域の立地条件や農家の経済状況に

大きく影響されるため，導入の地域選定には十分な

検討が必要であることがわかった。

中国の農村地域の多くは従来型エネルギーであ

る薪や練炭などに依存する農家であるため，貧困地

域を中心に積極的なメタン発酵装置の導入促進が

望まれる。そのためには本論で示したような CDM

の活用などによって，農家のメタン発酵装置の導入

コストの負担を軽減する対策を早急に検討すべき

であろう。また，畜種や飼養形態による収益率の違

いが装置導入の投資回収に及ぼす影響についても

今後詳細な分析が必要である。

一方，都市近郊の農村地域では，利便性の高い電

気やガスなどの供給によって，当初の目的である生

活改善や森林保全は達成できている反面，電気やガ

スの費用負担の増加が出稼ぎを誘発し，農村が空洞

化しつつあり，農業生産への影響が懸念されること

が課題となっている。このため，戸別農家用のメタ
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ン発酵装置の導入が限定的な都市近郊の農村地域

では，先行事例のように生態農業の概念に基づき，

畜産の集約化による大規模メタン発酵装置を核に

都市近郊という立地条件を活かした耕畜連携や農

商工連携を中心にした農村全体の産業構造の変草

が問題解決に向けた一つの方向性であろう。

注

注 l 市轄区は都市の行政区画の 1つで，直轄市(北

京市や上海市など)や大都市(地級市)の市街

に設置されている県級行政区。

注2 弁公室は日本では事務局に相当する。

注3 当該 CDMは，ユニラテラル CDMとして

実施されており，装置導入による排出削減

事業の実施後 10年間で削減された量に応じ

て認証発行された CER(Cer岨 edEmission 

Reduction:排出削減量)を排出量取引市場で

売買することによって売却益が得られる。

注 4 戸 (2003) や虞他 (2004)，美 (2006) によ

れば，生態農業は「地域の資源条件に応じて，

伝統的な農業の成果と近代科学技術を利用し

て，生態学と経済学の原則を考慮した合理的な

農業構造を組織し，経済・生態・社会的利益を

同時に達成しようとするものである。一次産業

である農業，林業，畜産業，漁業などを複合的

に組み合わせ，さらに加工業や流通など二次，

三次産業と結合し統合的な農業開発を行い，

地域経済の発展を目標」としている。この概念

は， 1980年代初頭に西南農業大学の葉謙吉に

よって提案された農業ビジョンで国の農業環

境政策にも位置付けられている。
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Abs仕act

The Government of China promotes the implementation of smal1-size simplified 

methane fermentation systems for farm households as a measure aimed at improving 

poverty， increasing biomass energy availability and reducing deforestation. The 

implementation of methane fermentation systems is expected to contribute to 

environmental improvement in agricultural areas and an increase in farm household living 

standards; however， the actual results of implementation have not yet been examined. 

In this study， we carried out rural surveys in two areas in China， Changde City 

in Hunan Province and Luan City in Anhui Province， to analyze the effects of methane 

fermentation system implementation. Although analysis showed both economic and 

environmental improvement in Changde City， such improvement was not seen in Luan 

City. The result was influenced by location and the lowering of economic incentives for 

the implementation of methane fermentation systems due to development of the area' s 

electrical supply network， increase of income earned through work away from home， etc. 

In order to improve poverty of farm households and stabilizing agricultural 

production， it is important to promote the implementation of smal1-size methane 

fermentation systems for farm households in poverty rural areas. To accomplish the 

sustainable development in suburban rural areas， the industrial development and 

tendency to heighten the added value of agriculture may be effective by promoting the 

implementation of large-size methane fermentation systems. 

Key Words: Methane fermentation， livestock excrement， improvement of living 

standards， clean development mechanism， China 
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