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I 緒言

ハイオマス活用推進基本法 (2009年6月制定)に基

づき 2010年 12月に閑議決定されたバイオマス活用推進

基本計画(以下 恭本音j'illIi)では バイオマスの市)1]の

抗進に当たっての基本的視点として「総合的， 一体的か

っ効呆l'i<J?d:tft;韮J.I地士liJiid暖化の防止J， r循環型社会の

形成」など IIの項 i三|が掲げられ，そのうち 7項目でエ

ネルギーとしての利用に言及している。エネルギーの安

定的な供給隊保への期待が高まる中.再生可能エネル

ギー買取制度も具体化しつつあり.バイオマス由来のエ

ネルギーも注目されている。また.パイオマスは農iけ一1川L一

に多く有こ在していることカか苫ら.未利用資源の活用による

新たな産業育成と経済活性化が期待される。

しかし。バイオマス利活用のライフサイクルの中で消

費されるエネルギーが守バイオマス変換により生成され

るエネルギーを上回ると，環境への負荷を増大させるこ

とになる。バイオマスの持続的な利活用のためには，バ

イオマス利活用システム全体を通して，化石エネルギー

の使用量と環境負荷量をできるだけ小さくする言|面が策
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定・実施されることが求められる。そこで¥本報では，

都道府県 市町村単位で策定が求められているバイオマ

ス活用推進言|国lを念頭にお台地域におけるバイオマス

利活用システムにおける化石エネルギーの消費とバイオ

マス変換によるエネルギーの生産をライフサイク jレで評

価するための枠組みを示し関東都市近郊農業地域を想

定した評価事例を報告する。

本報で、行ったバイオマスキIJ活用を表現するシブリオの

設定およびそれに基づく物質の移動や活動の流れの把握

は. LCA (ライフサイクルアセスメン卜)手法における

インベントリ分析と類似の作業である。メタン発酵やバ

イオエタノール土産など個別の変換技術を採り上げ。ラ

イフサイクルを対象としたインベントリを作成してエネ

ルギー収支を分析したものに.大日方ら (2005). 't" 111 

ら (2006)。大村ら (2005).佐賀ら (2007)がある。こ

のうち。大日方ら (2005) と中山ら (2006) では 牛ふ

ん尿をま原料とした共同利用型のバイオガスプラントを

対象として.プラント逆転に必要なエネルギーの自給を

念頭に置いた変換施設の効率的な運転とエネルギ一生産

の可能性を検討した。 これらにおけるエネルギー消費

は守プラントの運転に係るエネルギー(本報でのランニ

ングエネルギー消費に該当)のみに着目している。本報

でも家斎ふん尿等を原料としたバイオガスプラントを中

心的に扱い，プラントの運転だけで、なく 初期投入およ

び廃棄に係るエネルギーを評価に含めた。大村ら (2005)
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は ノfイオガスプラントから余剰ガスの利nJ (コジェネ

レーション)精製 I愉送・!6-政に必要な施設についても，

禁材製造段階からのインベントリを作成し経済収支お

よび環境負荷量の*l1illiを試みている。本Hiを踏まえ。今

後のl幅広いメタン発醇技術の適用のために参考としたい

研究の一つである。佐賀ら (2007)では守玄米および稲

わら・もみ先立を生産しバイオエタノールを生産するシス

テムのエネルギー収支を エタノール 電力イgi:産とエタ

ノール俊先の 2つのシナリオを設定 して分析しており.

本報で、は 1賢一長~Uとプロセスにおける間接エネルギーの算

出lにおいて.この研究を参考とした。

菱沼ら (2008)では， fL4'.ふん尿を対象としてメタン

発酵， Jít Jj巴化。 回液分)Îj(~ による JIí H巴+液Jj巴化の 3 つの技

術による変換段階およびメタン発酵消化ilii 堆JJI:: 液肥

の農地への散布段階について施設.機械の初期投入も

含めた環境負1¥:;j:~墨 を算 HJr し。 LCA =F~去をJlJ いて環境影

響を評価している。

これらのt!兄存の研究を踏まえ。本判1では.バイオマス

活JTJt日進計 n1iiの単位となる干/'iIIIJ村長1の 「地j或Jに活目 し.

IJ也j戎」の~2:問 主i会のr.j.rで利活月jされる様々なバイオ

マスを対象としたiW1ilりを試みた。そして.バイオマス利

活用言l聞を実現した場合に 現状 (災態)に比べてエネ

ルギー収支がとごの程度改菩されるかをtli百|することを 1=1

的とした。 そのため 1 事例地域の雪~rL~ をあらかじめ制査

しバイオマスに係る主Lil'(・輸送・変換号令のシナリオ条

件を可能な|決り笑iWJ1ï&. に ~il~づいて設計した。 たとえば，

1:記の仏賀ら (2007) で扱った玄米を生産してバイオエ

タノールを生産するシナリオ(後述のシすリオ 5)にお

いては 調査対象地域で多収量米の栽常試験を行 った

データを)fJいた。また メタン発酵消化液の良一地への施

JiJに係る[i)J[jO'jまでの輸送距)Ij(Eや1[1問。 Ill.;{ri機械の規模な

どについても。 再i例地域の笑態を反映して条件を設定 し

た。本iriで記ii&.したデータを参考に 読者が人ブJデータ

を各地域の実情に日[Jしたものや より信頼性の高いもの

に5E新することによって 評foliの精度をよげることカfで

きる。

バイオマスの輸送!変換などの名同市i.あるいは機械

製造や廃棄などの各段階についてのI1占|別のインベントリ

は.既往の研究で紹介したように桜々なブHfilで整備され

つつあるo しかし.地域に賦存する多様なバイオマスの

利用におけるライフサイクルでのエネルギ-?i'i針やエネ

ルギー土産を評価するためには.多くのデータの収集と

インベントリ作成のための専門的な知識を要する。本 ~[I

では 五として市町村でバイオマス関連政策の立案-評

lilliを行う 担当者。バイオマス利活刑事業を総介的に手が

ける民間事業者をユーザーと考え.ユーザーが I~ I ら評価

を行えるよう データ入手や計算の方法の平易さを心が

けた。また バイオマス利市川システムにおける各活動

のエネルギー消費やエネルギーとl注をfl::1Lt汁一るために収

集すべきデータや手|マilliJJf1::1のt"-i:I.U方法について できる

だけ詳細|に記述し多仰;な例l担を示すため守 5対のシナ

リオを示した。バイオマス利活用システムをiFHilli対象と

して表現するためのシナリオの設定方法については.経

済性 (コストと収入)についての日千百lを行った報告 (i青

水ら。 2012)で詳述しているので。そちらを参照してい

ただきたい。バイオマス活用推進計四の策定においては.

バイオマス活用の進捗;伏況やII~制効果の把jt~\ ， とくに守

エネルギーやバイオマス変換製111111の地域内じ1*合平の持:il'r
が求められる。本!ifiで、示すエネルギー消費とエネルギー

土産のii干価は? 言|国iの妥当住|を判断する-DJJとすること

カすできる。

本研究は 農林水産省の委託プロジェクトljJf究「地域

活性化のためのバイオマス利JlJ技術の開発(ノtイオマ

ス利叩シナリオの構築・ 災nil:. RiHiUi) (Cm31 00) J (2007 

~ 2011 年度)によるものである。本研究の笑施にあたっ

ては， 千葉県香l附b経済計I)J民政課.呑I[~ iïl 山仔|区事務所

まちづくり 制 民事組合法入手IJ郷ml. 東京大学生産技術

研究所他悶係各機関の多くの方にご協力いただいた。こ

こに感謝の !~j: を 表する 。

H 評価の方法

1 対象とするバイオマスの決定

本初で述べるバイオマス利i1iJl'jシステムのrlffilliの手順

は， ~:f if.i tl: の手H[lI î (清7J(ら守 2012) とほぼ同じである。

ここでは守関東地方の者liib近郊農業地域である千葉県呑

lTlu!iの事例に基づき. 可二111([を述べる。

まず mlllJ村等の 「地JDJU を範|社!として バイオマス

!!武有:量や現:[犬での利rFJ状況をもとに対象とするバイオマ

スを決定する c青7J仁 2011)。

功例地域の千葉県芥取r['iのバイオマス!依存量および

現在の手[J)[:J :I:}¥ i兄を刑査した結来 (1ij¥j水ら (2012) の

Fig，1 J)切地域でのl!武1'r.量が多く.また利jげがあまり J1t

んでいないバイオマスとして.五と斎ふん以句 止ごみ.食

Mr1J I!T残さ.農作物残さ (稲わら.もみ)!(!~.麦わら . W} 

菜収穫残さ)等が+1111.1.'1された。また.呑l反r[iにおけるバ

イオマス活用の方向を示 した 「香取干bバイオマスタウン

構想」からは 家荷ふん尿や生ごみの高品質JiUJI::化・地

域内農地への還元 農作物残さのうち食m'[~ しょ等の規

十台外品の利mが求められていることがわかった。

2 ライフサイクル評価の考え方

次に，対象としたバイオマスについて 輸送。変換

利用などのライブサイクルでの物質の移動や活動の流れ

を t~t医する 。 バイオマスの利活用システムのライフサイ

クルは。主j、|ごに示す [ステージjと [段階」から構成さ

れる。

a バイオマス利j舌用システムのステージ

/すイオマス利活用システムのライフサイクルを， 1治



di.i1(史I封 十111山義人.rlq"J文人 Li IliiiJ 1~t バイオマス利i，fi!TJシステムのライフサイクルを対象としたエネルギー収支のilHlIi
99 

水ら (2012)の TablelJに示すような 5つの同市‘す

なわち①バイオマスの生産(発生)。 ①収集・輸送 貯蔵.

①バイオマスの変換 ②生成物の輸送・ !!'j:irh¥(. ①生成物

の利用がつながったものと捉える。これらの例々の局面

を「ステージ」と11手ぶ。

そして 本報では これらのステージの連携企イ小を評

価対象とする。LCA手法で、は 「システムJ克界jを設7と

するが句本般における対象バイオマスとそれに関連する

活動の各ステージの①~①が [システム境界内」に該当

するo ただし.各ステージで既存の産業や施設利JTJが見

込まれるものについては守 n汗

b 各ステージにおけるライフサイクル

個々のステージについても 3つの段附から構成され

るライフサイクルを考慮する。第 lは守各ステージの施

設や機器装置等の建設・製造の段階，第 2は:iill常段rWr

第 31ま廃棄の段階である。第 lと第 3段階では建設製造

H寺あるいは廃棄l時の llTI/のみのエネルギ一投入を対象と

する。第 2の段階では.原材料旧作保ゃilliil!iのためのエネ

ルギ-~ì町~i (ランニングエネルギ-?i'i資)を対象とする

とともに ①バイオマスの変換ステージでは号化石エネ

ルギーを代替できるエネルギーや製1111カヨuえされるJめ

合切エネルギ一生産として計」する。科ステージでは句

活動のfI~iflij 的単位が呉なるほか.胞誌や機出の粧jIi-¥コ:m
1英に基づく使JFJ;(1二数(脚jmゴ!二数).5t新11・'JjtJJが424なる。

そのためか~ 2の運営段r;t;Tでは‘ l年を単位とした。第!

と513の段階については守言|上されるエネルギー消費を

使用年数で制り. 1年当たりのエネルギー消費とした。

3 実態シナリオと計画シナリオの作成

:汗1illiは。実態シナリオと 111函シナリオの比較である。

評価対象とした地域のニーズや社会受存性.バイオマス

利活!'rJシステムを支える活動(担い手や組織の休f¥ilj. 運

営方法。組織IJtj:iiliW.i当ニ)(ij!;水 和IILLr. 2010 および、ij~- 7](.

2005)を考慮して 1 対象とするバイオマスの活用o-lJIlIiを

設討する けIlil.LJら. 2010)0 r;-I匝iシナリオとは守このバ

イオマス市用言|国|の各ステージの条約をシナリオとして

去現したものである。そ して守計 l出iシナリオと liiJ畳・同

世の原料パイオマスが。現状ではどのように処理・利用

されているかを計阿シナリオの各ステージに対応して

(計画 シナリオと対になるように)把握したものが。:iA

態シナリオである。以.卜 計阿シナリオを 「計画J 実

態シナリオを [実態」と表記する。実態と計画が変わら

ない部分については.“neutral と考え!比較評価にお

いては差がないとする。

事例地域の千葉県香llY.rllでは. fL.t1二ふん}7J(. !J不ふん以

排水切生ごみ・ ~Iミ活廃水処理i"ú尼-食品力IG 残さ :JJ~i各

外1:1しょのifTJlJおよび休耕|子|での資源作物持活を想定し

た5つのバイオマス活J-rJfi-1岡を設filした。そして 各115

JlJ計画について，上記 2に挙げた 5つのステージの条

{+を設定して守 5つの計画を作成し。対になる 5つの実

態を作成した (1)育水ら (2012)の Table3J)。各シナリ

オの詳細は清水ら (2012)と共通であるため句ここでは

概略を述べる。

シナリオ lは可約 500fiJiの宇しょi-ふん以 9.125t/年を対

象としたシナリオである。ふん尿の処理方法が酪農経営

の規模や使用形態によって異なるため，経営規模(飼養

頭数)と戸数について 「ケース lJ(100 ~ 200頭規模を

飼養する酪民家 3戸i)と 「ケース 2J(約 500頭を飼養

する円台農家 1}-，)を設定 した。実態・計画とも。 システ

ム全休での③バイオマスの変換ステージにおける原料投

入昆は 25t/日と 設定し 1 変換技術は.実態では堆肥化

計画ではメタン発酵およびコジェネレーションとした。

実態では.酪農家 (1ケース Jjでは 3戸‘[ケース 2J

では l戸)で発生するふん尿は輸送されることなく，各

戸に配i置された施設 (rケース lJでは 8.3t/1=1規模守 「ケー

ス 2jでは 25tlEIîJH!;D でJ\hfJ~1ヒされ。 IJ.Jj比されたl\t~~

は各l幣民家からj地j或内の農地に輸送・散布される。地j或

内の農地では不足する室主;成分を化学肥料で、補ってj菜

作物を松崎する。計画では， ②収集・輸送・貯蔵ステー

ジの条件が 「ケース lJ と 「ケース 2Jで異なる。「ケー

ス lJで、は各階農家がふん以をメタン発醇施設まで輸送

するが fケース 2Jでは輸送は行わない。阿ケースと

も③バイオマスの変換ステージでは 25t/1=1規模のメタン

発酵・コジェネレーション施設で変J央し 生成したメタ

ン発酵消化液は地j或内の農地にl愉Jb.散布される。地JD主

内の農地の一斉1¥では.メタン発酵消化械で室奈化学肥料

を 100%代つ(手することカfできる。またコジーLネレーショ

ンにより生成された電気・熱は。変換施設で必要な電力・

熱をまかない，余剰分は販売する。

シナリオ 2は.養豚から発止する )J不ふん尿と畜会等

の洗{守H#I水の混合物を対象としたシサリオである。母

)J本170~ 180顕規模の-itf経営養!J系農家 10j空!を想定し。

発生する豚ふん)ノ)(3#1水をシステム全体で 96，738t/イドとし

た。実態では句!J不ふん以排水は名養!J不農家において回i夜

分離され 巴l休うyはJHJl巴化 (ただし ii干価対象外).液体

分はi中化処理装情で処理され処Jll17jくは河川放流される。

計画との対比のため 計画において消化液を施用する[自1

f~l と同じ而積でイヒ学肥料をrFJ いた J佳作物栽i台を行う 。 計

画では。!Jぶふんj足掛水を各養!J家農家において|百|液分i)Jfí~ 後

メタン発酔する。生成したバイオガスをコジェネレー

ションに手IJmして得た電気 ・熱は 変換施設内で利用す

るとともに。余剰電力は販売する。|主|体分はtftJJ巴化 (た

だし評価対象外) 消化液は守地域内の農地に輸送・散

布して.作物栽培Aの基肥として利用する。7j(8:1では，消

化法で室手伝化学肥料を 100%代替することができるo

シナリオ 3は. ~I ごみ (家庭系+事業系+給食残さ含

む) (5.26t/日). ~ I:. il~' )~1i 7](処主IU:'jiJt(3.55t/ 1] )守食品加

工残さ(1. 19t/ [1 )の 3種のバイオマス (合計 10t/日)

を対象としたシブリオーである。実態では句 これらの原料
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は.業者が収集輸送し、 lカFYfの焼却施設において焼却・

焼却灰の処分を行う 。計画では 同長の生ごみ・生活廃

水処理汚泥 食品力IJ工残さを業者が収集輸送し lカ所

の変f失施設 (メタン発醇・コジェネレーション施設)に

おいて破砕処理・回波分離後.メタン発酵する。 メタン

発酵で生成したバイオガスをコジェネレーションに利用

して得た電気・熱は 変換施設内で利用するとともに

余剰分は販売する。同時に生成される消化液は 地域内

の農地に輸送・散布して。作物栽培の恭肥として利用す

る。水田では消化i夜で室素化学肥料を 100%代替する

ことカfで、きる。

シナリオ 4は，香取il'i内で生産量の多い廿しょの規絡

外品を対象としたシナリオである。 1見物外一回しょのみで

は活刑しに〈いため. イ併j対井r-てせて食IJ品♂品1日T日1?引J1ゆi

ととした。実態でで、は.地域内で発生する食品加工残さ

(3タ17t/年)を収集輸送し既存の焼却施設において焼却・

焼却灰の処分を行う 。?年来用1寸しょ生産に伴って発生す

る規格外-I~- しょは，収集せず、に全量を畑に鋤込む。 計画

では， 食出品11リ功11J力加'J[川11工残さと匁鋭t~絡各外甘しよのi混f見l合原料を f飼;!~河5司iH半料料司斗l引引化ニ

するシナリオとした。飼料f化ヒに当たり 規絡夕外トlo目olしよと

のj混f見t合比率を考l慮iffzし J地也j域或内てで、発当 eする食iJl川11

力加日えて‘ 地J攻外から食品1J[]工技さ (3，283t/i[ミ) を愉送

することとした。地I或外から輸送される食品JJIl工残さは

実態シナリオでは地域外で焼却処分されるが.これにつ

いては評価対象外としてエネルギー消費を算出しない。

地域内外から収集輸送した食 ~R'I 1J[[工残さを. 1カ所の飼

料 化工場において規格外"1:1しょ (1，500t/年)を合わせ

て乾燥・発酵し栄養補助添加物を混合して養JI初日の高

付加価値飼料に変換し i 販売する。

シナリオ 5は。香取il'i内の休料水EB266.5haを対象と

したシナリオである。実態では.休料水間 266.5haに対

し 食用生産への復帰を前提に最低限の維持(羽|うん l

回/年 11[1'0/1伴の除草 41m! {ド) を行う 。実態は.生産物

はなくステージ① のみのシナリオである。計画では 生一

産者が休耕水|士I266.5haのうち. i市}"Ii可能性」が「可

能jの 231.9haに簡易な基rlif:整備を行い。「活用可能性J

が ff!IJ可能jの 34.6haは迫力u的な1芸術をせずに 資源

作物 (ノtイオ燃料原料米)を抜枯し !Lgfされた籾付き

玄米 (3，870t/年)を乾燥-調製(制すり)して 変換

施設で粗玄米 (2，448t/年)からバイオエタノール (750kLl

年)を生成する。エタノール蒸flf残さ (981t/年)は飼

料Jfrl、料として販売する。

4 評価のための算出項目

シナリオに基づき バイオマスの変換や利用などの各

ステージを維持するための物質-活動の投入に{半うエネ

ルギー消費を把握するとともに ライフサイクル全付、で

のエネルギー消費とエネルギ一生産を算出する。エネル

ギー消費とエネルギ一生産を算出する際の基本的な単位

は MJ/1fさである。TableIに算出項 目 入力データの例

を示すc エネルギー収支は.エネルギ-~I二産からエネル

ギー消費をひいて求める。

入力データの中で示 されているJJ;Uj1.f立については.商

務ら (2010)の産業連関去による環境負荷ljjl単位(以下，

3ElDと表記)の 2005年表 -生産者fisi絡ベースの(1-

A)ー1~~I を用いた。 3ElDは 円本の産業連関表 ( ~l産活

動の各部門間の経済的なつながりを年間の取引微で表現

した行ジiJ形式の統計表)をよiい、て 各部門の単位住民活

動に1lい直接間般的に先生する環境負術量を示 した数値

である。環境負荷Jjf(J:tiイ立は.エネルギー消費量 CO2排

I"U設.NO入排出量. SO，釧 w量‘SPMJOI: 11'1 置が示され

ている。本幸liではこのうちエネルギー消費i号のjlil単位を

}l-Jいた。この原単位に製品ベコ素材のfilli絡を来じることで.

製品や素材の叱-産に伴うエネルギーが求められる。参照

した 2005年生産著作isil告に基づく ljI単 位表は 403~f~rIfJ に

分かれており.エネルギーを算山 したい製112や紫材に最

も近い部門の涼単位をJ'f]し、た。

Table 2に。本字11でmいた 3EIDの1n白を M.I/1-'1に換算

(3ElD原表は GJ/百万円で表記) したものを示す。

本線で収集したfifiil令データは守!i.産者価格と購入者合Ili

格が混在している。本来は購入者側絡に統一 したよで

生産者価俗ベースの原単位に流通・販売段階での負荷を

Table 1 各ステージでのエネルギ -?~í J.li とエネルギーとL:泣ニの算出のためのJ}'[ [~I と入力データ

Index and data for calculating energy consul1lption and production in each stage 

段|椅 ~4 出項目 入力データ (91]

初期投入エネルギー 建設費(建築:l木)または注設資(設備機総) 悦m年数 JJiUil. f立

(建設・製造) (MJ/1史m年数) 車問機株購入資使用年数，防(lj1.位

(出接エネルギー)活動に伴い使用される屯カ 熟化石燃料の盟 各燃料等の発熱

ランニングエネルギ-?i!jq!i 最および Wcll・to-Tank"でのエネルギー消費琵:

ヲ (MJI年) (1日l扱エネルギー)資材制連 保守点検守事務労務 従来委託等に対する支払fJ[([TJ 
(.ìill'~n 1:年) }jjUii.f立

エネルギ-~I:.注 バイオマスを原料として1-1:-成された'屯力.ガス 化石代務燃料等のi託 発熱it ま

(M.l1年) たは製品が代特する化石エネルギー

3 
1'1件

1'JJ!lJJ投人エネルギーの 5(?o (建築土木).初期投入エネルギーの 3%(設備機部および

OJft!言) (MJIイ士mil::数) 1/1問機保守n.f似H年数

* I 一次エネルギーの係樹l(well)から燃料タンクに充填される (tank)まで
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Tab1c 1 3ElD によるエネルギー原単位

Embodicd cncrgy inlcns日ydata Irolll 3E1D 

部1"1名
腕u-rr立 飢単位を用い

(MJI P J) たシナリオ

11 Hi荷 0.0223 コ

21 炭業サーピス 0.0455 1. 2. 3. 4. 5 

69 ftf，Jギ| 0.0420 4. 5 

70 有ji!A質Jl巴李| 0.()406 コ

104化学肥料 0.1232 1. 2. 3 

109 その他の無機化学工淡製品 0.1499 2. 3. 4 

119 その他の有権化学工業銀11 0.1164 5 

126 医柴品 0.0378 4. 5 

132 決裁 0.1054 コ

138 プラスチ yク製品 0.0579 

157 その他の窯業 ・土布製品 0.0813 1. 2. 3. 4 

195 冷凍機 Ifli滋制強築Iu 0加 09 4 

196 ポンプ及び釘'縮機 2 

204 j;.gUTJ機械 0.0484 1. 2. 3 

223 ~.ri~(言hl!lJ1出 0.00198 2 

トラ yク ・パス・その他の
247 1=1動車 0.0520 1. 2. 3. 4 

ヲ84 ;:~r川下水道その他の公
4 Jnji.楽 0.0413 3. 4 

289 その他の土木往設 0.0428 1. 2. 3. 4. 5 

297 I主薬物処迎(公'ぷ) 0.0583 3. 4 

298 ~従来物処f.llI(産楽) 0.0345 

312 泊飴貨物輸送(1添正l家輸送) 0.0528 4 

337 Miflサービス 0.0142 コ

344 公務(地方) 0.0185 3. 4 

376機械修苅! 0.0361 ヲ

加算 した財今入者fuli格ベー スの原単位を用いる必要ーがある

が 本報では利mのしやすきを優先し すべての計算で

生産者filli格ベースの原単位を用いた。購入者価格と 生産

者価絡の差額 (流通等の段階で発生するマージン等) に

もとづいて努一出されるエネルギー消費については、佐賀

ら (2007)を参考に.流通等の段階で発生したエ ネルギー

とみなした。

名エネルギー算1:1"1にmいる制11絡については 本報と並

hして行った経済性の許イilli (清水ら. 2012)において。

コス トおよび収入として;jf利!な鉱 山方法を示している。

ii背水ら (2012)の Table4Jに示す燃料消費量 およびコ

ストの算山条例ニも 本叩と 共通である。

該当部門の lJiUi~.f立をf\ l l，、たJJl同名

敏初

!iiU肥化施段管131是正営 汚水処理!施設i奇想辺i'，;~~' • メタン発酵施設管

翌日i運営. J!同巴および消化泌総送・散布作業 飼料

バイオ燃料原料水生産貨の土.地改良及び水平1)費出来。賃借料及び

料金山来初乾燥誠製施設述転

(代待:甘しょ混合飼料 発昨日IJlif，;物)

バイオ燃料J5L料米そのi也の材料(干lず首}目立;土)

普通化成肥料(代智雄j肥 ii~ 化，M

rらノ1，処羽!施駿楽高1](伊機系凝集邦IJ. 'i'I;'11ソーダ メタノール) 活

1:I:Uス
バイオエタノール変換施設法ITi、作媒

飼料栄炎filiDJJ添1J11物.バイオエタノール高iJJjl(科

おti潟両IJ.ii'i甘If:WJ等楽fltJ

フレ コンノfγ ク'

11止lit剤. i~í~:i}J< 

保冷?を開t. [t1・政w
ポンプ姦i

fliUl巴化施設(設備機鼎) メタン発勝 φ コジェネ施設(Rjt側i機!(.iF)
JIU肥散布機. iì~化ii同HIi機.悶法分縦波間 際気装i世 i併lドl院ユ

ニy ト

汚水処理施設付属綾部

クレー ン判き卜ラック J!fiJJ巴散布機 .i!'i化法愉送IIJトラックーパ

キュームw規格外1:1'しょ輸送川大別ト ラック

焼却施設建設

il&1J巴化施設(建築土木)建設 おがくず!fj・民主施設建設 メタン発商事

施設(悠築士木)建設一汚水処理施設(悠築土木)位設 飼料化施設

建設.バイオエタノール変換胞設建設

焼却施設保守点検焼却灰摘HH 処分

牛ふん以輸送作業 食 品IJII工残さ輸送f'I;:i!K

規約外tlしょ輸送作条 玄米輸送作業

バイオ燃料!原料未生産設の生iよ斜里I!J'(由来

焼却純設1'¥:理事務

汚水胎i設機械j!;i)え付け仁JJ~および配管-従気 ・ ~[n!J~. 汚水処担
施設機織布Ii修

a 初期投入エネルギー

各ステージの連常に係る施設 ・機探.11f.両の建設-製

造のため に投入される エネルギーであ り。施設建設費、

機部購入費等に原単位.を乗じて求めた。本村f:i.で汗jいる

3EIDには‘各施設の建設や機操製造などの固定資本形

成に伴うエネルギー消費は含 まれない。そのため 日本

建築学会 (2006) のように，産業連|刻表の付帯表(固定

資本マトリクス)を用いて。各部門からの投入に伴うエ

ネルギーを算出する方法がある。本報では守原単位の入

手のしやすさと参照のしやすさを重視 し施設等の建設・

監備 ・購入費をf吏m11数 で制ったi成{而償却費 (IJ:JI年 )

を求め守それにエネルギ一服単位を乗じて l年当たりの

みJ期投入エネルギー (M.JI年)として針山した。同様の

考えブJで胤単位を用いた許価例に菱沼ら (2008)がある。
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本幸|iでは 使用年数の長短に対応するため，施設の建設

費は可能な限り「建築土木Jと「設備機器jに分けて計

上し P それぞれ最も近い と考えられる原単ー位を)'f:lいてい

る (Table2)。

b 使周年数

経済性の評価と同線 機器や施設の構造物について個

別に使用年数を定めることができない施設については

バイオマス変換施設を中心に 想定される施設が適切な

管理運営が行われた場合の使用年数として「総合耐用年

数」を設定した。「総合耐用年数Jは.文献調査，バイ

オマス変換施設・関連機器メーカーや実際の利用現場ーへ

のヒア リング等により決定した。車両等の一般的な機器

については，税法J:.の固定資産の師、j-)甘ゴ!市数をもって使用

年数とした。

C ランニンク エネルギー消費

ランニングエネルギー消費は.年を単位として算出し

た。 ランニングエネルギー消費は.車J妾エネルギーと

間接エネルギー に分けられる。直J長エネルギーは 機

械や車両などでの化石燃料や電力の使用に伴うエネル

ギーであり 燃料については単位当たり発熱量 (環境省，

2011 )と Well-to-Tank (一次エネルギーの採掘から燃II

タンクに充填されるまで)のエネ Jレギー消費昆 (トヨタ

自動車株式会社 ・みずほ情報総砂|株式会社. 2004)を合

言|したj京単位ーを釆じて求めた。電力については 総合エ

ネルギ一統計 (経済産業省資源エネルギー11'総合エネル

ギ一統計検討会事務局. 2007)より，購入電力につい

ては消費H寺発生熱量 (3.60MJ/k Wh)と受電端投入熱量

(9.63MJ/kWh)の合計を原単位とし 1::1給電力について

は消費時発生熱量のみを原邸位とした。直接エネルギー

の算出にj羽いた発熱量および Well-to-Tankのエネルギー

消費量を Table3に示す。

間接エネルギーは 原材料や間資材の調達・製造保

守点検や事務.労務 廃棄委託等のサービス等の提供に

要する化石エネルギーとみなし 原材料や活動，提供さ

れるサービス等の種類や投入量 金額から句3EIDより

引用したエネルギー原単位をmいて算出 した。同ーのitl

イjlliシナリオで生産する電力・熱を利JtJする (エネルギー

自給)場合でも .エネルギー消費とエネルギ一生産はそ

れぞれ算出 し エ ネルギー収支の1_1-'で相殺される。

d エネルギ一生産

①バイオマス変換ステージでは。熱や電力等の71三で利

用できるエネルギーが生産される。本報では守これらの

エネルギーに加え バイオマス変換ステ ジで生成され

る製品についても化石エネルギーが代称できる場合は，

その代替可能量をエネルギ一生産として計 iーした。本~W

では.堆Jj巴およびメ タン発酵消化lf主を化学肥料ーの代替と

して.規格外巨|しょ・ 食，W，JJII工残さを原本|とした飼料お

よびエタノール発醇副産物を飼料の代替として それぞ

れエネルギ一生産を計ょ した。

化学肥料は.普通化成肥料 (8-8-8)とみなし， fITfi 1各

を農林水産省大臣官房統計部 (2010)より 108I-'=J Ikgと

設定 した。Table2から.昔i邑化成肥料の問J妾エネルギー

を 13.3MJ/kgと算山できる。私'1面化成)肥料に合まれる懇

;l!;含有率は 8%であるため，笠紫 lkgを施用しようとす

る場合。投入されるII¥J扱エネルギーは 166.2MJ/kgNと

なる。これに基づき， :lIUJ巴l:j-Jの設紫合求j専を主主j当たり

2.2%. 肥効率 10%とすると It の jlt.lJ~が代替でき る窒

素設は O.77kgNとなり，イ'vg，<可能エネ ルギーは O.77kgN

x 166.2M.I = 128MJとなる。 また。 メタン与を昨Wí1ヒ ìf~

1'1"の室奈合有不を重量当たり 0.282%. H出カヰ・~ 50%とす

ると It の犯行l二被が代秒できる主素足は l.4kgNとなり

代替可能エネルギーは l.4kQNx 166.2MJ = 233M.Iとな

る。

飼料については。バイオマス変換により生成される飼

料およ び発酵副産物の一般的な価終および成分合有率が

把ffuできなかった。そのため 成分は考 えず シブリオ

で設定した価格に 3EIDの飼判官1¥門の他を釆じて代替司

能エネルギーと した。

e 廃棄エネルギー

廃棄エネルギーは，施設の構造や規模。機器の種類等

によって大きく異なり とりわけバイオマス変換に関連

する施設機擦についてのインベント リデータは整備され

Tablc 3 苗桜エネルギー算出にJlJv 、た発熱器:および Well-to-Tank のエネルギ-m~主主:

Calori日cvalllc and Wcll-to-Tank cnergy cons1I111p【ionl'or calclIlation 01' directly energy cons1I111ption 

算出項U A: t票i¥tijE熱景(MJ/L)
B: Well-lO-Tankのエネルギー 本:f.f}で用いたエネルギー

ii!j針量吋MJ/L) iìiï!è J~Uij.f占 A+B (MJ/L)

ils'illl 37.7 2.769 40.47 

ガソリン ・1見世l-illl・1 34.6 5.635 40.24 

灯油 36.7 2.251 38.95 

A重iJlI 39.1 3.531 42.63 

電力 消 ïlè !l有者Ë~ I:.熱長 3.6MJ/kWh 受'ttt0Ja投入熱茸::9.63MJ/kWh 13.23MJ/kWh 

*1 : ift子主iJlIはガソリン と同じとした。
ホ2 文献イl色はT:î illi製品 IMJ 製造!I~'におけるエネルギ iiH!(if.であるため 各燃料の低位;発熱!.f!をJIJいて IL当たりのエネルギ-ii'j

'J!e畳に換算した。
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ていない。本報では、一律に初期投入エネルギーに基づ

いて廃棄エネルギーを算山した。コスト算lJ:'， (清水ら.

20]2)と同様。施設 については建設(建築土木) に伴

う初期投入エネルギーの 5%と建設 (設備機器)に伴う

初期投入エネルギーの 3%とし!その他の車両・機保等

については初期投入エネルギーの 3%と仮定して算出し

たQ

皿 バイオマス利活用システムにおける工ネル

ギー消費とエネルギー生産

1 乳牛ふん尿対象シナリオ(シナリオ1)

対象とするバイオマスの量・性状などの条件および実

態・計画の各シナリオの詳細|は，経済性の評価 (jill水ら

20]2)と共]白で、ある。

a 各ステージにおけるエネルギ 消費とエネル

ギ一生産の算出

( I )バイオマスの生産(発生)ステージ

「ケース IJと「ケース 2Jでは担い手一のm松が異なるが守

評価対象とするシス テム全体でのふんl反発牛歪 (25tlLI ) 

は同じである。 また実態-計画とも 初期投入・廃棄

エネルギーおよびランニングエネルギー消費は "neutraI""

であるとしたo

(2)収集.!1!I11i送.!!'1'Iii.主ステージ

rij'i水ら (2012)の Fig.2JIこ示すように， rケース 1J 

の実態で、は輸送は行わないため。エネルギー消費は OMJ

である 。 -}j ， 計画では‘にI./~'I ダン プ トラックを JIい、て

片道 10kmの収集!Ii命送を行 うが.断農家がl主lら行うため，

輸 送}:FJlliiifijは酪民経営内で調達されると考える。 よっ

て。車両に係る初期J投入エネルギーと廃棄エネルギーお

よび輸送作業(人判官tより算i:H) にHI来する 11¥l按エネル

ギーは算出せず，収集輸送作業に伴う燃来1.El:1来の由接エ

ネルギー.輸送車両 (:i豆行資より 算山)にItl完全する1l:j:J五

エネルギーのみをランニングエネルギー消費として計 l'

した。

I-j./出 ダンプトラックの走行 Rn ))JIí~ (3芦 x 151百1x 51 :il!i! 

x 10km x 2 往復)= 45ヲ900kml年)から言l'算した燃

料消費量に基づき，エネルギー消費を算出し た (Table

4)0 1m按エネルギーの算出に用いた 3ElDJ京単位につい

ては。部門名を付 記 している (Table2参照)。

「清水ら (2012)の Fig.3Jに示すように， rケース 2J

では 実態・計画とも守 のノTイオマスの土産(発生)ス

テージと①バイオマス変換ステージとがIfiJじ場所で実施

されるとし.エネルギー消費は計上しない。

(3)バイオマスの変換ステージ

バイオマスの変換ステージにおいては，エネルギー消

費に力"え守変換により生成されたエネルギーや製品に由

来するエネルギーとと産を算出する。

シナリオト実態では， rケース IJ. rケース 2J とも!

宇しょi-ふん尿は院長経常内に殻置されたロータリ一式発醇

441 を I:~'心とした開放出t!tJJ巴化施設で変換され， J!t!J巴がさ1:.

成される。年間を通して原料が投入されるため. 年間fま

働 日数は 3651二!とした。JHJl巴の間資材であるおがくずは

手f1illiで、購入されるが、ここでは廃棄物を利用するものと

考えエネルギーは計 上しない。また資材や製品の搬入・

搬出にmいるパケ y トローダーはl旺存の階民経営で用意

されると考え，初期投入エネルギー・廃棄エネルギーを

引よ しない。「ケース IJ (8.3tl IJ );¥i'.1設のt!i肥化施設 3去ι
変換=t1;11'フローについては r i;';水ら (2012)の Fig.4J 

参照)について算山したエネルギー消費とエネルギ一

生訟を Table5に 「ケース 2J (25tl 円規模の l!íIJ~化施

設 11ι変換Tl!i'フローについては rif'吋ζら (2012) の

Fig.5J参照) についてt-rwしたエ ネルギ- ?ì~í 費とエネ

ルギ一生産を Table6に示す。間接エネルギーの算出に

mいた 3ElDJJjl単位については.それぞれ部門名 を付 記

している (Table2参!'な)。

シナリオ l ・計画では守手L .tl ーふん尿は共 I ríJ で設j'~i (rケ

ス 1J) または酪農経営|大jに設置 <rケース 2J) した 25tl

口規模のメタン発酵・コジェネレーション施設 l基で変

換される。詳細な変換工程の条{qーは 清水ら (2012)を

参J-!Hいただきたい。年間稼働日数は 3651:1と した。|司1憾

のメタン発酵施設である山|王|ノすイオマスプラ ント (中村

ら守 2010)では.電気の保守点検のために数l時間/千rの

停止はあるものの 365 1] 1年の連続逆転が笑施されて

いる。而J処:fli!.段階で発生する夫事fi物をt!t!J巴化する装 置は

既存の設備を使)目すると仮定し.初期投入エネルギー ・

廃棄エネルギーは$~(1':1:'，しない。 またtftJJ巴化に係るランニ

Tablc 4 シナリオ l・計画の 「ケース ]jの①収集.WIliiJE . !竹取ステージにおけるエネルギ-ii~ ~'(

Encrgy consulllptio日!日 ① Biolllasstransportation stage of Plan Sccnario 1 ("Casc 1 ") 

$;i ，'.L'， Jl'[ I ~I デ'-タY:， t::rtU抗日当L

初期投入エネルギー (M.l1年) '1'1¥'1ダンプ2fil借入 円高j支経tir"l).、日間述のため勿，'.L'，としない

院長fエネルギー(MJIi[.) '1 ， ~ri:1 ダンプ 2 台!防入 開計j民経営内関連のため算出としない

(白抜エネルギー)燃料 ('I!'hll])111来
~it jt行 ~1i. JilI~ 4S，900kllll iドー (S.26klll/L)=8司726L1年
8司726L1ゴド x01珪iilI40.47M.l/L)=3S3，141M.l1"1一

ランニングエネルギ -ii~íYJi
344午 F'JI :ij;. (輸送川本阿巡行資)x O.034SM.11 ITJ 

(M.l1 iド) (!lfJj妥エネルギ )輸送1'1:業111~~ (Ij( jilij) 
(No.298廃棄物処JW(産業))=11、868M.11イ¥o

(11fJi0エネルギー)i愉送付一糸1:11~ミ (労)) ) 門的変粍'，;;('1人J;:IM速のためi'fil'，としない
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Table 5 シナリオ l・災態の「ケース 1Jの①ノfイオマス変換ステージにおけるエネルギ-ìì~í 1J(とエネルギ一位 産

Energy cons1I1l1plion and prodllction in① Biol11ass conversion stage 01' Presenl Scenario 1 ("Case 1 ") 

予7山頂 I ~I データギ1 算rl~結栄

J!i:肥化胞設(建築ー|ー木)3恭建設
1(34、740千円一 30年)x 0.0428M.l1円(No.289その他
の土木建設)1x 3 J主=148，687M.l1:q 

NJ則投入エネルギー (MJII，.n )!UJ巴化施設(設備機出)3'1fal¥，i生
1(14，り00千円一 12'1:') x 0.0484M.l/IIJ (No.204 i長業m
機械)1x 3占，1;=180‘290MJI {ド

おがくず!ti縦施政 3，1~、建設
1(1，856千円 ー 10;ト)x 0.0428M.l1 jl.J (No.289その他の
土木建設)1x 3 2，~ =23，831 M.l1年

tjjJj巴化施設(建築土木)3器廃棄 148，687MJI年xO.OS=7，434MJI11 

百色楽エネルギー(MJI年) .tltJJ巴化施設(設iijll機総)3:J;¥;従来 130，290MJI年x0.03=5，409MJI11 

おがくずlti耐え施設 3，1J~，従来 23，831 MJI 11一x0.05=1，I92MJ/:r1 

(f~Uよエネルギー)!降ìllllll 米
(12.25L1 ~I x 365 1] x 3恭}=13，414L1.q二

13，414L1i[ x ('1夜iJlI40.47MJ/L)= 542，865M.l1年

ランニングエネルギ-iM1i (紅JよエネルギーHa力ilJ来
(120kWhl FI x 365 l::l x 31.0=131，400kWh/:rl: 

131 ，400k Whl 1['. x (包)j13.23MJ/kWh)=1 ，738，422M.l1 {I 
(MJI年)

10.344 -r 円 / 年 (人 il~.Ii +点検補修針)x 00455MJI PJ 
(II¥j松一エネルギ )胞設管理辺!l'ii¥'出来

(No.21 従業サービス)=470，652M.l1年

(!i¥l桜エネルギー)副資材おがくず山来 ~~禁物不IJ)WC'あるため。エネルギーは iil よ しない

エネルギ一生産(MJI年)
J[UlE (2，70 I tl iドx3 戸)による化学JJ巴~'Ht

8，103t/{ドx 128MJ;JI~ Jj~ t = 1，037，184MJI5Ie 
よ干

Table 6 シナリオ 1・災態の 「ケース 2Jの①ノくイオマス変換ステージにおけるエネルギ-ii;iHとエネルギ !.UJt 
Energy conslIl11plion 川 dprodllctiol1 in① Biol11ass cOl1version slage of Presel11 Scenario 1 ("Case 2") 

Wtl¥Jf! 1;1 データ名 手11J'，結保

Jjj)犯化施設(建築ー|ー木)1 ln.t設 Ul6，850千ITJ~ 30イ1')x O.0428MJI pj (No.289その他の
二1.木建設)=123，906MJI年

1'JJJtJJ投入エネルギー (MJ111ー) JjjJj巴化施設(設iJillt!Ht品)1 ~i~ ill ，;Ji: 
(37，250千ILJ~ 12 51'.) x O.0484MJ/I [1 (No.204民楽JlJ機

械)=150‘242M.l1"1'-

おがくず財政';jo'1 lHt~j( 
(5，504千IJJ-;. 10イ1'.)x O.0428M.l1門(No.289その他の
J.71、建設)=23，557MJ/1[，-

Jjí Jj~化施設 {佐築 i 木 ) 1必廃梨 123，906MJIイド x0.05=6、195M.l/:rI'.

貯E楽エネルギー (M.l1;1ニ) :ljiJj巴化施設(目立{im機泌)1 ;Ji~~在来 150，242MJI "1二x0.03=4，507MJI年

おがくずlr;'lit~ ，jl ，' 1 lMIi'!jl; 23，557MJI年x0.05= 1， 178MJI i['. 

( n~J.ti:エネルギ )粁illllll;.l~ 
49L1 1:1 x 365 11 =17，885L1 ;1'. 
17，885L1 11'. x (;1笠illl40.47MJ/L)=723，806MJ/'jニ

ランニ ングエネルギ -iドi1N (fB:抜エネルギー)電力111米
359kWhl H x 365 1:1 =131，035kWh/1j，-
131 ，035kWh/1j:'. x (電力 13.23M.l/kWh)=1， 733，593MJI年

(M.lI"1・)
5，245 =r円 I{j. (入手|資+点検有Iiilt 1!i) x O.0455MJI I:rJ 

(IHJ按エネjレギ )施設住宅1[.迎営1:1:1来
(No.21 i定業サービス)=238，648MJ/ゴ|

( !lf)按エネルギー)剥資材おがくずI~ I来 Jje禁物不IJJIJであるため エネルギーはf;I'Jしない

エネルギ -~Iニ JÎf; (MJI ij'.) JltJ肥(8，06711:íf) による化~:Jj巴ギ|代枠

ングエネルギ-Wil*は。発生する失事f(物の量から.実態

の 「ケース 1Jで設定した堆肥化施設 l基分の 60%を計

上した。堆肥化工程も簡繁化されるため J:li'肥化作業用

のパケットローダーの燃料消費は. 4.2し/EIと設定した。

~~:fí物を原料としたJ(i肥については守化学肥料代替効果

はないものとみなし.エネルギ一生産は計上しない。

以上より第I.Uした シナリオ 1.計画のステージ①に

係る初期投入エネルギー・廃棄エネルギー・ランニング

エネルギー消費とエネルギ一生産を Tablc7に示す。間

接エネルギーの第一1.1:'，に用いた 3EID)j日単位については.

部門名を付記している (Table2参照)。

8.0671/51'. x 128MJI JIUJ巴1=1，032，576MJI:ij 

(4) ~UJ.l(:物の輸送. G'!')故ステージ

シナリオ l・実態における生成物の惟IJ巴は フレコン

バッグで輸送用車両に積j~l(されて ;1倫送されるとした。 i/intr

送および農地での散河jiの条件は，清水ら (2012)と同じ

である。各IjIiI1iJのiiili怖かb 初期投入エネルギーを算出

した。 また. フレコンバッグは消耗品 (1*11当たり 18

袋を使用.各 lヶ)-J使用で交換)とみなして。ランニン

グエネルギー消費を知:U:，した。

シナリオ卜実態のステージ③に係る初期投入エネル

ギー・廃棄エネルギー・ランニングエネルギー消費を

Table 8に示す。↑l日按エネルギーの7判1'，(二月jいた 3EID原
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Tablc 7 シナリオ 1. !ìI砲の①ノ〈イ オマス変換ステージにおけるエネルギ -i~mとエネルギ一生陸

Encrgy consumptiol1日吋 prodllclioni 11① BiollHlSS conversion slage of Plan Scenario 1 

ri;-~， mj'l 

初期投入エオ、Jレギ (MJIゴn

廃棄エネルギー (MJ/.fJ')

ランニングエネルギ ii'j 'f-'( 

(MJI年)

エネルギ一生並(rv1.ll年)

デタ:?" 算i'l¥Mf必

メタン発階!jI!ioJt(建築J:i、:)1 ~t. ill設
(66，000千円 ー30年)x 0_0428MJI門(No289その他の

よ木建設)=94、160M.J1年

メタン発階 IjÍ!i ~lt(目立 f~il機器) 1 ;1，1，:建設
( 168，000午円 12 "1て)x O.0484MJI 1可(No.204品業用

機械))=677，6001¥1.11 11ニ

決雑qo椛H巴化施設 11.'七建設 既存随設利則のため:t'i:;I-'，しない

メタン発i'ìt純il&(建築士~*) 1 o!;i;焼事員; 94，160MJfゴ1'-x 0.05=4，708MJI;1 

メタンゴM手施設(設備機ifif)1 11-;廃棄 677，600M.JI年xOJl3=20，328MJI年

央~ifi物 j lMI~化施設 1 1，1;従来 既存施設利用のため鋒，'liしない

(itJJKエネルギ-)"itUJII:J%:
382kWhl [1 x 365日=139，430kWhl年

139‘430kWhl年 x(1当給電)J3_60M.J/kWI，)=501，り48MJI'1'-
トーーーー

(f1J:~安エネルギ )男丸 山;f~ 4.229MJIド1x 365 1'1 = 1 ，543，585MJI :'1: 

(wti:!エネルギー ) j IiJI~ f t作業用パケット 4.2L1口 x365 [1 =1，5J3U年

ローダー燃料(駁rlll)I I I ::I~ 1，533U年X(!阪?rlt40.47MJ/L) =62.041 MJI年
』ーーーーーー

(lflJ扱エ才、ルギー)Jl托i洗剤ill~I ~~ 
538 l-111 I年(11山流再iJ'lN)x O.0813MJI刊(No.157その他
の常業 ・二I:-':{-i製品)=43， 739MJf {jニ

( 1 1 1I ~8喜エネルギ )施設管州連':;~由来
rO，IIO干円 Iir-(人件費+補修点牧m x O.0455M.l/I-'J 
(No.21 J.員殺サ ピス)=460令005M.l/.1I:

i1UJ 
(1 ，200k Whl rI x 365 rJ) x (屯 力生産 3.60M.l/kWh)=

l，576，800MJI "1' 

熱 I7，020M.Iν/日x365 1:[ = 2，562.300MJI 

計祥消!当i化i波似&削(川 81山I1州/

火剥縦f物h防阪刷仰i1川時閣Lゆ呼哨干宇料削刷1官刊lμ附J月恥刷刷i住制削i~ J問JJ肥j犯巴山{υl ‘.1り3臼泊2引l州 化，ザ学判子手引:JI肥l肥巴府料州I-f代t怒エネルギ は;計;礼iUしない

Tablc 8 シナリオ 1. 尖態の①生成物の愉送ー !!'J'è~ ステージにおけるエネルギ-ìì'í'{'(

EncrgyじO川口lptionin CD Tra叫

手):，'1 '，JJ[ I ~ I データ名 t7:j!H 市j'i :\l~

3tクレーンイオトラ yク3f:i!ljli入
I(丸000III J -;-8 il'_) x 0.0520M.l/ITJ (No.247トラック・

パスその他の I~I il功'I()!x 3台 =156ρOOM.JIゴi

初JtJJ投入エネルギー (MJIil') JIUI巴散布機(タンク容琵 1.8t)3台購入
1(4，148千円一 7"1: x 0.0484M.I/ ITJ (No.204 !，'!Jo:北川被俄)) 

17年!)く 3fi =86ρ41M.l1 'i' 

JIiJJ巴ii士;(rif幾i!i印送JlIトラック (21I!I)3台!l1lj 1(1，500 ll'J -;-8 {ド x0.0520MJI I'J (No.247トラック
ノ、、 パス その他の I~I ITuJiPl x 3台 =29，250M.!/，ド

3tクレーントjトファク 3fìl発 ::+~ 156，000M.l1 '1' x O.03=4，680MJI年

廃棄エネルギー {M.I/年) 1!tJ町ix耳li機 3台 86，041 M.l/::r x 0.03=2，581 M.!I '1': 

JHJJ巴散ギritた輸活川トフック (211!i)3 fi 29，250MJI il'_ X 0.03=878M.l/'1・

クレーンドjトラック 主主 7主行問!再!~ 1 8.000k1l11 ir I fi -;-
(5.26kl11!L) =3，422 LIゴ1.I f:i 

3，422L1 "j' x 3 f:i =1 0，266L1 "1: 

(0色抜エネルギー)iIi命送JIJ燃料 (!符illJ)rI:l来
JltJl巴iix;(ri機輸送JIIトラ yク 総7と行出i}?，!I'7司OOOkl11l::下/

子?ー (6.26kl11/L)=1.118L1 11" I ti 
し118L1:司令 X3 fi =3，354L1 ，qミ
(10‘266L1ゴ1'.+ 3，354L1ゴド)= 13司620Lfij' 

13，620Llゴj'.x ('Ii主iI1140.47MJIL)=551，20IMJI千i

ランニングエネルギ-iì~íï!( (D白抜エネルギー).t!UI巴11x;(Ii W ~~ JlI燃キ|
J¥iJI巴i孜布団i:fi'i(3台Tsri'I)133ha/:'['-+337h日I51'-=470ha 

(MJI "1=-) (桜itll)I:Li来
470h日 x(3.5L1ha)=1 ，645L1;1ー

1 ，645L1 "1. x (中ifilli40.47MJ/L)=66，573MJI '1 

3示日王子iil

(1111按エネルギー)輸送 lix;(li作業 I:I:I~~
114，400千I[J+ 2‘109千円+563千円(入門 技+輸送用車

nITj問定資 +.illi行1'i)1x O.0455MJ/!'HNo.21雌按サーピ

ス)=776，776MJI'1ニ

1.3 H'J /袋 Xl8袋 /司礼x目立 X12ヶ}'J=842千jlJ I "1ミ

(l:fHiよエネルギー)フレコンハ yグ11:1来 842千j'J I i[. x 0.0579MJI円(No.138プラスチ ック製品)

=48，752M.!/ {j' 
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単位については.部門名を付記している (Table2参HH)。

シナリオ 1.計画におけるを1::.1成物のメタン発酵消化液

(以下，消化液)は バキューム耳i:で愉送され.農地で

消化ilUWZ.;{fi機 (各悶場まで消化法散布機輸送用車両で輸

送)に移し答えられて散布されるとした。輸送および農

地での散布の条例は 清水ら (2012) に詳述 している。

各JI.'所lの価絡から初期投入エネルギーをJriWした。

シナリオ 1.計画のステージ@ に係る初期投入エネル

ギー ・廃楽エネルギー・ ランニングエネルギ- rì~í 訟を

Table 9に示す。lI¥j接エネルギーの算出に用いた 3EID原

単位については.部門名を付記している (Table2参照)。

(5)土1.:.成物の利用ステージ

シす リオ lの生成物の利用ステージでは句 水 III

133ha. 畑 337haを評価対象とした。 これは実態で守

JIUJ巴を施刑する而税である。肥料の施m長は.宝紫成分

のみを考慮して決定した。水111および!:11Iの基JI巴における

宅主主要求量を千葉県施}I巴基準に基づき.水|王13.5kgN/IOa. 

!:1II15kgN/IOa (呑11¥1.1'1')の主な抜常利物の基肥窒素要求5;

の平均) また 同施Jj~基単に基づき JIUI巴施 111:lTlを 水

1:1-1 1 t/I Oa. !:III 2t/1 Oaとした。JIUJ巴の室紫合平i計三を 2.2%

JI巴効率を 1096として守不jlする去紫を中iliう化学)j巴午、|ーの

J文入JU を t~:n'， した。 作物栽j:"Nに係る施設 機械 追Jj巴の

ための!肥料ぞ他の民業LI'.))(資料投入に 111米するエネル

ギーは ね~!lJ I投入エネルギー ・ J% 'ti tエネルギー・ランニ

ングエネルギ- rì~í ~J( とも "neutral として計上しなし、。

また. J(t}1日施mによる収量の:WI1J1]はないものとした。以

上より非山した.シナリオ 1.実態のステージ⑤ に係る

初!!JJ投入エネルギ- • 15E.禁エネルギーおよびランニング

エネルギー消費を Table10に示す。!日]桜エネルギーの

t"i 11:'，に)j-jいた 3EID原単位については.日1;門名を付記し

ている (Table2参HH)。

計画においても，実態と同じ而積 (水圧1133ha. 畑

337ha)をiil価対象とする。 これらの農地のうち。水|到

46.8haについては守 ①バイオマスの変換ステージで生産

した消化液 2.5t/lOaを施mすることにより. 主主緊要求量

3.5kgN/lOaの 100%を代終できる。消化液てイt{li、可-iiEな

エネルギーは Iha当たり 5，825MJ(25t/ha x 233MJ/ iì~í 

化法 t) である。消化ilUを施用しない水11186.2haについ

ては 基JI巴における室緊要求査のすべて O.5kgN/IOa)

を化学肥料(普通化成 43.75kg/l Oaでまかなうことか

ら化学肥料由来の間抜エネルギーが消費される。

よ111119haについては. 1吉j1!f~ に ?ì~í化液 5t!l Oaを施m し

装素~求量 15kgN/IOa の 47 %が消化液でまかなわれる 。

不足する窒素量 8kgN/IOaは.化学肥料 1OOkg/l Oaを施

川して布Iìう 。 ?ì1í イ ヒ液で代~J，<可能なエネルギーは. Iha当

たり 11，650MJ (50t/ha x 233MJ/消 化f夜t)である。 ま

たribi化{夜を施!日しない !:11I218haについては 基肥に

おける京葉虫求Eのすべて (15kgNI!Oa)を化学肥料

(187.5kg/l Oa)でまかなうため 化字肥料山来の間接エ

ネルギーが行|一|二される。

窒素施!日長は実態・計画と も IfiJ じであか rì~化液 '11 の

速効性宝訟を勘案した施JI巴設計量|、では 化学肥料 (fwc 

安) に近い施}j~効果がある ( ":1 1':1. 2011) ため。水IJ:Iに

おいてもよ111においても. ?ì~í化i伐の施}1'1 /ゴ|ニ施mにかかわ

らず収量の差はないものとした。 また作物栽常に係る施

設・機械の1'1J則投入エネルギー • J発楽エネルギー 労働

Table 9 シナリオ 1 ・ iil 聞の①lU&:物の輸送・ !!'J'j，'後ステージにおけるエネルギ一行~íi'i 

Encrgy COI1S山llPlionin @ Tral1sportation 01' gCl1cratcd l11alcrial stage 01' I'lal1 Sιcnario 1 

t'III'，J}'[日 テ' タ才fi 宇V:，'.I:'，*-i'i米

ノtキューム 'Ii2 fi!!1件ノ、
(10，000二T-I'f -7 8 'r.) x O.0520MJ/I' J (No.247トラック・
パス その他の|二|動(Ii)=65，OOOMJI ~ I 

初J!1J投入エネルギー(1'1.11il) ii!iイヒiWII立ギ'Iilit(タンク作liiJ.6t) 1台
(8，000千円一 7年)x O.0484M.II 1' f (No.204農業}Ij機械)

=55.314MJI '1'. 

iì~í 化;r~llí;{IJ機愉jきJlJトラ ァ ク (2tÏド ) 1 i:i 
(1，500千II:J~ 8 il:) x O.0520M.l1 jJj(No.247トラ、yク，

パス ・その他の向l]i)JW)一り，750M.l1{I'. 

ノTキュム小 2iこ ìl発'ti-~ 65，OOOlvlJIイFx 0.03ー1，り50M.l1イ「

1従来エネルギー(jvl.ll'1:.) 
iì~í化 i(注目立イIJ機 1 ÉìI1(~~ 55.3141v1JI '1:. x 0.03一1，659M.l1イ|

iì~í化 iW.1汝不IJ 機輸送JrJトラ ッ ク ( 2t !.II) 1 Ei 
り.750M.l1il'. x 0.03=2り3M.l1イ|

Ifli来

|川キュームlli: ~tj川
=7，551L1 ij' 

(他校エネルギー)輸送lTf燃fl(ij的
iì'í 1t ;r~lt~;{IJ機材ÕJ j1JIIトラック 総定行~Jí :~I~ 6.620kl11/ "j:'. 

(6.26kl11/L) = J .058L1 '1' 
(7，55 J LI {rτ+ 1.058U '1'.) =8.609L1年

ランニングエネ ルギ -m~JI 8.609L1 {I二x(ilEhJII 40.47MJ/L)=348、406M.l1:11'. 

(M.l/{1') 
(j l!(桜エネルギー)m化ìk1i~;{JJ{'J:淀川燃H

ii'i1ヒir主fi文才IJfW1'1'146.8ha+ 119ha=165.8ha 

(・|府111)[11米
165.8ha x (18.3L1ha) = 3，034L1 '1二
3今034U'Wx (桜iJlI40.47MJlL)=Jつつ，786MJI51'. 

17，944千11J+ J ，069千1'J + 348 T ITJ (人fHJ!+!1恥丞JI1l¥'
(1刈扱エネルギー)愉送 散布{'I業111;:j~ 間 |副 7仁~~! 十 逆行自 ) 1 X 0.0455M.l/11j {No.21 1.え身、サービ

ス)=425.926M.l1{I 
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および追肥肥flや他の農業とI'.ilii資材等に由来する ILrJ1妥エ

ネJレギーは "neutraI"とし. 計上しない。以 lより算rH

した シナリオ卜計画のステージ① に係る初期投入エ

ネルキー ・際紫エネルギーおよびランニングエネルギー

消費を Table11に示す。 Ij:j接エネルギーの算1-1'，に月jい

た 3ElDu;l単位については部門名を付 言己している (Table

2参照)。

b 算出結果

シナリオ lにおける実態 (2ケース ) と計画 (2ケー

ス)のエネルギー消費およびエネルギーとL庄の第一山結柴

をTable12にまとめた。ライフサイクルでのエ ネルギー

Table 10 シナリオト実態の①生成物のやJJlJステージにおけるエネルギ-mY!(

Energy consllmption 111① Utilization 01' gencratcd n川 erialsU伊 01'Prese川 SccnarioI 

till:lJj'[ 1=1 デタグ: 労t.U*jlf来

初JUJ投入エネルギー (MJ/il'-)
水稲-対11作物生i立に係る施:没・|長械の1F

nClltral 
側i-!!品人

1先発エネルギー (MJIゴ1-) :;J(;fiTI' !:1lI作物 ~Ui'iに係る施設機械のj充棄 ncutral 

(市峻エネルギ )水稲 1.llIfl物生応に係
ncutl日l

る燃料 11:1米

( 1111 jよエネルギ ) ;j(;f前λ1.i;( (133ha)の

!，Id巴のうちJjiJj巴で供給される五三味成分 133ha X (1 Ot/ha) X 128MJI JIUJ~ t= 170，240MJI >1'. 

(22%) 11:1 米

一
{ Ill1jよエネルギー)水稲生 産(133ha ) の ~;I~

イヒ /1・Jj~料脳 )11 m 341 kg/ha X 108 F'J Ikg X 133Iw=4，898 

Jj巴のうち化ザ 肥料山米 {宅烹~求誌の
千1IJ 11 1，1一

78%) 
4，898 T 1リ"'1'.X O.1232M.I! 1 LJ (No.1 04化 #:JJ~ 料 ) =

ランニングエネルギ iì ~í yJi 
603、449MJI'1 

(MJI iJ'-) ( 1111扱エネルギー) 州IIfr物 ~I' u; (33 7ha)の

1，UJ巴のうち JIiJj巴で刊はおさiLる祭ゴミ1&うf 337ha X (20t/ha) X 128MJI JIUJ~ t=862‘720M.I! "1'-

(103%) 111米

(lIiHt'エネルギー)州11何物生 i{(33 7ha)の
イヒー::Jj~1'IJjÍ!i JJJ :J L~ I司683kg/ha X 108 ITJ Ikg X 33 7ha=61 ，255 

五i、Jj巴のう ち化学肥料山米 (生紫~)J<: i~. の
下1111イド

897%) 
61，255千 I-'-J1司令 X 0.1232M.I! IIJ(No.104化 学肥料)ー

I 7吉546.616M.I!"'1 

(附
る追!旭化司ユ!肥料 および他の資材 サ- ， ncutral 

ビスやi活動1-11~~ 

Tablc 11 シナリオ l' 計 nliíの①λ1:.成物の午IJm ステージにおけるエネルギ -iì'í~Ji

Encrgy consumption in① Utilization ofgcncl山 dmatcrial山 gc01' Plan Sccnario I 

手~. U'，Jt I ~ I データ45 t.Î~lUk:h来

初期投入エネルギー (MJI"1') 
水稲 1111作物~I二泣'uこ係る施主 機械の務

ncutral 
{市J.購入

l従来エネルギー (MJI>1') 
水干iTi 州I1fl物生産に係る施設.j安械の I~f

ncutral 
~~ 

(出 J妥エネルギー ) オ寸前・ 1111作物 ~I 産に係
neutral 

る燃料 11:1米

( IflJ桜エネルギー ) 7MiTí~1三度 ( 133ha ) の ):IS
Jj巴のうち消化iW.で供給される笠紫成分111 46.8ha X 251/ha X 233MJI ii!i化法 t=272，610MJI年

来(ii'i化波方面!lJm日F46.8haの 10096)

(附

Jj巴のうち化学肥料 11:1来(消化lf'証明施JfJIIli 1 4β73干 1LJ 1 ，ド X 0.1 232M.I!円(No.104化 学肥料 )=

fi¥t 86.2haの 100%) 50 I .794M." 1，ド

ランニングエネルギー消費 (lI¥H妥エネルギー)対11作物生産 (337ha)の
(Jvl.ll年) ~;I~Jj~のうち dí イヒ ír記て、代仏、される室奈 JJ](:分 119ha X 50t/ha X 233MJ/ iì ~í化;夜 t=I ，386，350MJ/ {I:. 

UI~i; ( iì'í 化液施JlHiriíl'tl19h日の 47% )

( 1 日i抜エネルギー ) 対11 イ乍物 ~ I 産(337ha)の I，OOOkg/ha X 108円/kgX I 19ha= 12‘852千I-'-J/ '1: 

;J;t，Jj巴のうち化学肥料 11:1~i: (消化 ìr'i.}j白川 市l lヲ875kg/haX 108 1.1 J /kg X 218ha=44，145千1.1J 1 >1与

政 119ha0) 5396と押 川
100%) 化学!肥料)=7β22，030M.I/>1 

(11fJ按エネルギー)水稲 山11作物公J主に係
る追Jj巴化学肥料および他の資材・サーヒ neutral 

スベコi1，ifUJll1 ~i: 
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Table 12 シナリオ lにおける実態と計阿のエネルギ-ii!i針とエネルギ一生産 (GJIil') 

Energy cOnSlll1lplion and prodllclion in l'resenl and Plan 01' Scenario 1 (GJ /ycar) 

①バイオマス
①収集・輸送・

の生産 (発
土ト)

財政

ii~ Y!i 。 。
tlt )j~化 (ケー ス 1 ) 

生産 --------------~~ 
![~ 泊'J，I( 。 。

tlUJ巴化(ケース2)
ι1:産

-回------------メタンづE両手 t自'J!i 。 365 

(ケース 1) '-1:雌

--------------制|
メタン発両手 i ~í 'JN 。 。
(ケース 2) 生産

-------------
収支は neutral とした部分を合まないとしても.実態.

計画のいずれのケースでもマイナスとなった。実態では.

「ケース IJに比べて「ケース 2Jの③バイオマス変換

ステージでのエネルギ-?ibi資が 143GJ/年小さくなった。

これは。 8.3t/日jtL模のJiUJ巴化施設 3i!ま(ケース 1)に比

べて. 25t/ 1::1規模の:lH肥化施設 l恭(ケース 2)の方が

施設建設費-人件費に基づく初期投入エネルギー， I発禁

エネルギーおよびランニングエネルギー消費が小さいた

めである。また ステージ①のみに活日すると，実態に

比べて計画でのエネルギー消費は大きくなるが，計画で

はメタン発酵・コジェネレーションによるエネルギ一生

産により 変換工松に必要な電力・熱を 自給できるとと

もに エネルギーの余剰も主Lじた。

2 豚ふん尿排水対象シナリオ(シナリオ 2)

対象とするバイオマスの畳 ・性状などの条件および実

態・計画の各シナリオの詐刻11は，経済tl'の芹HiUi(清水ら，

2012)と共通である。

a 各ステージにおけるエネルギ 消費と工ネル

ギ一生産の算出

(1 )バイオマスの生産(発生ステージ)

実態と計画で除ふん率の設定が異なるため，豚ふん尿

排水の発生歪は娯なるが。 !í~~ふんに係るエネルギー消費

は評価l対象外とし算:l1'， しないため，本ステージに係る初

期投入・廃棄エネルギーおよびランニングエネルギー消

費は“neutral であるとしt:.o

(2)収集 愉送.l貯蔵ステージ

シナリオ 2では 実態・計画とも。各養豚農家内で、処

理-変換され !I命送しなし、。そのため，エネルギー消費

は OMJである。

(3)ノfイオマス変換ステージ

バイオマスの変換ステージにおいては.エネルギー消

費に加え。変換により生成されたエネルギーや製!日にHi
来するエネルギ一生産を算iJ!，する。

シナリオ 2・実態では守各養)j系農家に汚水処理施設を

。バイオマス 1 0~1 酬の輸 。1.1成物の平IJ
変J94 送・財政 m 

3、149 1，722 9‘183 14，054 

1，037 --------------
1，037 

3，006 1.722 9.183 13，911 

1，033 

-------------- l‘033 

3，408 1.031 り，183 13，987 

5，798 ----戸--戸a ------- 5，798 

3，408 1，031 9，183 13‘622 

5，798 ------l________1 5，798 

設置する条1!1としたため.施設数は 10となる。各汚水

処理施設では. JJ不ふん以排水が岡i夜分muされ.液体分は

河川放流できる水質まで、ゆ化処理される。|主i件、分および

余剰汚泥は堆JJ~化される (間体分の:líiJJ巴化工程および余

剰汚泥の乾燥・ JH肥化工干Nは許制li対象外のためエネル

ギー消費は算出しない)。

汚水処J!ll施設の逆転条件 建設費および各装置の1J1li格

は. rij';1J(ら (2012)の Fig.ll. Table 16Jに示されてい

る。これに基づいて初期投入エネルギー・廃棄エネルギー

を算出した。ランニングエネルギー消費のうち間接エネ

ルギーは守補修費に基づき算出した。機械補修がj自主l行

われることを前提に保守点検に係るエネルギーは OMJ

とした。主j、.トーより:1T1=UJしたシナリオ 2'実態のステージ

①に係る l施設当たりの初期投入エネルギー・ j充珠エネ

ルギー・ランニングエネルギー消費とエネルギ-'4'.ilfiを

Table 13に示す。1141拡二エネルギーの算!IHこ用いた 3EID

)jf(阿 佐については 部門名を付 記 している (Table2参

照)。

シナリオ 2の計画では‘各主主JJ不農家にメタン発貯・コ

ジーLネレーション施設を設置する。そのため 実態と同

様守施設数は 10となる。各施設では豚ふんIjR排水がメ

タン発酵装置で変換され 生成したバイオガスを用いた

コジェネレーションにより電力と熱が生jまされると !fiJ時

にメタン発酵消化液が生成される 。 国イホ分はtíUJ~化する

(ただ LJíUj~化よ;程は評価対象外とする )。 メタン発酵・

コジェネレーション施設の逆転条件。建設費および各装

置の価格は， r清水ら (2012)の Fig.12および Table17 J 

に示されている。これに基づいて算出したシナリオ 2・

計画のステージ①に係る施設 l施設当たりの初期投入エ

ネルギー・廃棄エネルギー・ランニングエネルギー消費

とエネルギ一生産を Table14に示す。 r，:j接エネルギー

の算出に用いた 3EID)京単位については.部門名を付 記

している (Table2参照)。

(4)生成物の輸送 -I!?政ステージ

シナリオ 2の実態においては 汚水処理された水は河

川放流されるため，本ステージ、で、のエネルギーかj資は計
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Tablc 13 シすリオ 2・尖態の①バイオマス変換ステージにおけるエネルギー消Y!iとエネルギ一生産(1施設)

Energy conslI'叩t10n日ndproduction in③ BiOlm 

$:HL'，JJ[ 1ヨ デタ名 1}~:!I!JJ結以

汚水処J:H泌設(建築土木)佐役
(17，320 -TI'J -0-30 ilご)x 0.0428M.l/I'J (No.289その他の
土木建設)ー24，710M.l1年

Ii1ilifli 分開|舎を i室(工Ji.l!~振動的i )
(700千I.lJー10ol.) x 0.0484M.I/ 1 'J (No.204 J.民業用機械)
=3，388 M.I/ il'. 

l燦うf(~
(6，750千円ー 10年)x 0.0484MJ/ I'-J (No.204 J長業用機械)
=3フ，670MJIor 

if~~I'11災ユニット
(850千円 ー7ifo) x 0.0484MJ/IIJ (No.204農業問機械)

汚 =5，877MJ/ i[e 

水
ifj7J¥ピ yトポンプ (100千円 5年)x 0.0041 M.I/ F'I (No. 1 96 ;j{ンプ及びJI:

~ι 

2自主[1 
約機}=82MJ/'1 

i/J * tltノ、ポンプ
(100{.I[J-o-8年)x 0.0041 M.l/ITJ (No. 1 96 ;j{ンプ及び11

初期投入エネル
吾而又Jし

縮機)=5IMJf:i!'-

ギー(MJ/51') 備IlX ifjィj己;長送・ ui'i化;1:主循環ポンプ'.(1jjÍ1i ~1につき (300千1.11-0-5 ir) x 0.0041 M.1/円(No.196ポンプ及び1下
括主 2台)1セyト 示írHi~)ーウ46MJ/ "1'. 
昔日
) 

l院透過水l以引ポンプ
( 150千I'.J~ 511・)x 0.0041 MJ/I'-J (No. 1 96ポンプ及び庄

ill 渦ri椴)=123MJI'j'. 
手H又'L 

IjlciiU~ ンフ.
(150千f1J~ 5 il:) x 0.0041 MJf/'](No. 196ポンプ及び、正
前ilf，i()=123MJIi下

議tifW人ポンプ(1施設につき4台)Iセyト
(300 TI1J ~ 5作)x 0.0041 M.I/ I'HNo. 1 96ポンプ及び圧
刷機)=246MJI'1 

Hkri，機総(1;1ITVrilli'lii;操作権)
(1，500千II:J-0-7 if'.) x 0.00 198MJ/ J '] CNo.223泣5;"Cii-J-iWJifif)

=4フ4MJ/"f 

機械1I，ii え 1~J け :仁~J; 円己管 ?五う司(.車Hコヰ[.*1) 
(8，480 T ITJ -0-30 'r') x 0.0361 M.I/ 1 '-J (No.376機微I1抗!H)
10，204MJIイ|一

汚ノk処迎施設(ill築 1:1，)16在来
I3Hlエネルギー

24，71 OMJ/ il'. x 0.05=1 ，235MJ! il 

(MJ/11.) 汚水処型I!施設(設1Jiiif法制)1従来
設備機~~初 JtJJ投入エネルギ - ;\ 1 (43，231 MJ/イ1:)x 0.03= 

1，2り7MJIイr

( ~!r 後エネルギー ) 電力 111 来
526.6M.I/臼x365 n = 1 92，209k Whl il 
I 92，209kWh/ 'Ie X ('I[i::!J 13つ3M.I/kWh)ヲ，542‘9251'.1.1/"1' 

(li¥J桜エネルギー)柴斉IJ(?gr:機系凝集剤， -Nj:性ソーダ 1

(8，533千I'-J+ 44り下 I'J+ 1，079牙jJ.J(各柴剤貨))x 

0.1499M.If円(No.109その他の Juf:機化学J=業製品)=
ランニングエネル メタノール)1.1:1 ~~ 

ギ-i~í資 (M .11 iF) 
1，508，1 44M.I/ "1: 

(!lfJ後エネルギー)施佐官ιf!illiUI.I:I米 3，150千FIJ/11二(人1HJi)X 004S5M.l1刊(No.21Nt~吋ー
ピス)= 1 43，325M.I/ >1 

W¥J桜エネルギー)機微補修山来
523千IIJ/ 'r (機械補修~.'I) X 0.036IM.l/I'l (No.376機械
修理I!)= lf仁8801'.1.1/51

エネルギ ~L íH~ 
なし

(MJ/ if) 
OMJI if 

円) 建設H寺のみの投入であり 「建築土木」と Hじ佼川年数とした。院紫エネルギーは十l'わない

上 しない。計画では.消化i夜をバキューム寧で炭u也に輸

送し 各悶場で、消化液散布搬に移し替えて散布する。愉

返および農地での散布の条{'Iは， 1青水ら (2012)のシナ

リオ 2 計画(，清水ら (2012) の Fig.13. Fig.14J参照)

と同じである。

シナリオ 2'計画のステージ@に係る l施設当たりの

初期投入エネルギー・廃楽エネルギー・ランニングエネ

ルギー消費を Table15に示す。間接エネルギーの算r1'，

に用いた 3EIDI京単位については 部門名を付記してい

る (Table2参照)。

(5)生成物の手IJ)日ステージ

シナリオ 2の生成物の利HJステージでは ノド EEl 

620h日守州 1，574haを評価対象とした。これは 計画で

消化江主(水口12.5tl1 Oa. 1:111 5t/1 Oa) を施J'Fiする面積であ

る。実態では バイオマス山来の生成物はないが計

画との対比のため.すべての面積で基肥として化学肥

料 (普通化成肥料 8-8-8. 設紫成分 8%) を使用した場

合のエネルギー消費を算(L!'，した。水|士1. j:[I1における基

)]~の ~\t~要求量は.シナリオ !と同じである。各室素

~求畳を満たすため.評 fil日対象*1到 (620ha) では化学

肥料 43.8kg/lOaを，許制]j対象対H (1ヲ574ha)では化学肥

料 187.5kg/l Oaを施別し いずれも収量の唱力11はないも

のと した。また 作物栽暗に係る施設や機械，追肥のた

めの肥料や他の農業生産資材寄与の投入に由来するエネル

ギーは守初期投入エネルギー-廃業:エネルギー・ランニ

ングエネルギー消費とも "neutraI"として計上しない。
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Table 14 シナリオ 2'ltl耐の①バイオマス変換ステージにおけるエネルギ-?i'iY!(とエネルギ一生産 (1施設)

Energy consLll11ption and prodLlction in @ Biol11ass convcrsion 

争)山写[1司 デタ1'， JjÎ~ i H ~:h M~ 

メタン発醇施設(建築土木)懲役
(68，400千F'J ~ 30 :'1'-) x 0，0428MJI円(λ，'0，289その他の

t木建設)=97，584MJIヰ

初期投入エネルギー (MJ/il'，)
メタン発両手施設(設備機苦手)建設

( 168，000千FrJ~ 112 on x 0，0484MJI円(No，204Jl'l業用

t幾械)=677‘600MJI o下
tltJJ巴化施設 許fiUi対象外のためt，i:ll¥しない

メタン発ri子 コジェネ施，;主(住築こi二本}曜を
97.584MJI年x0，05=4、879MJI年

主主

廃棄エネルギー (MJI年) メタン発酔 コジェネ方面:止 {設iiJliH1i'~~ )I充
677ヲ600MJIイドx0，03=20，328MJ/年

事E

J!iJJ巴化施設 別iiili対象外のため算出 しない

(~j 抜エネルギー)屯力 rl1 来
324kWhl日x365 1:1 = 118，260kWh/ iド
118，260kWhl年x(1=1給電力 3，60MJIkWh)=125，736MJ/，ド

ランニングエネルギー消費
(直接エネルギー)熱山米 5，4 70MJ/ 1二1x 365円=1 ，996，550MJ/ ir 

(MJI年) (間接エネルギー)11山氏斉1)111米
368 '1 IT) / il' (脱統剤費)x 0，0813MJ/ I'HNo，157その他

の主任業 ・ゴーィi製品)= 29，り18MJ/il' 

( IIIH1fエネルギー)施ii1 ii:ì' J~i!述'，:!;111 米
10，110千1')/ イn 人{守 資 +引liiI差点検 ~'i) x 0，0455MJI川

(No.21 J~~業サ ー ビス ) = 460，005MJ/ol'. 

838kWh/日x365 1:1 =305、870kWhlil 

電力 305，870kWhl >1てx(屯ブJ~ I'.産 3 ， 60MJ /kWh )

エネルギ一生産(MJ/'1，) =1、101，132MJ/'1 

安:!l 5，487MJI 1-1 x 365 1'1 =2，002，755MJIゴ1'-

消化iiH9，417tlil':)によるイヒザJJ巴料代終 9，417tl i!' X 233MJ/?i'i化iiJ:t=2，194司161MJIil'. 

Table 15 シサリオ 2';tI聞の@公 成物の輸送・l!'j' i，h~ステージにおけるエネルギ -ìì:í'{，!1 (1施殻当たり )

Ene， 

すj:IUμ1'[I ~I データギI rr n~ ~:ijf M~ 

バキュームlj(3台!構入
( 15 ， 000 午 川~ 8 i!-') x 0，0520MJ/ FrJ (No，247トラック

ノマス その他の 1;1切uII()=97，500MJ/il 

主JJ!ヰl投入エネルギー(MJ/11') ii!i化iW，jl!r.;{Il'li浅2台購入
( 16，000干ITJ-7-7 iド)x 0，0484MJ/ 11 J (No.204 J，~~ ~O刊機械)

=110司629MJ/iF 

?i'i化1夜!f!r.;{liliJi輸送J+Jトラック 1j勺!日4入
(1，500午11]-'-8 i(よ)x O，0520MJ/ITJ (No，247トラ yク・

パス・そのflliの自動W)=り、750MJ!i(・

バキュームlIL3台13fc京 97，500MJ/:W X 0.03=2，925MJI '(' 

廃棄エネルギー (MJf年) ?i~í 1ヒi夜11!r.，{li機 2台廃棄 110ヲ629MJI年 X 0，03=3，319MJI i[・

diイヒif同士可li機輸送JfJトラック 1~ìl発禁 9、750MJIゴ('.X O'cJ3=293MJI年

バキュームヰI.: k{~ 'iと行出ilillt 52，380kl11 -'-(5，26kl11/L)= 

9司り58L11'"j

(白抜エネルギー)輸送JIJ燃料 01笠illt)1I1米
ìi'í化ìi~11文，{1 J1;~愉 j;& !H トラ γ ク iW;~ JE 1] h'l~縦 11 ，640klll ー
(6，26klllfL) = 1 ，859L1 il:. 

(9，958L1 ir + 1 ，859L1イT'-)=11，817L1イド
ランニングエネルギ-?i ~í ~JI 11，817L1 年x(iltti111 40.47MJ/L)=478，234MJIイド
(MJ/OI') 

?i' í イヒ ii~jl !r. ;{IJ ifiif!n 62h日+157.4ha=219.4h日
(陸jJ五エネルギー)ifiイヒii?i:1f.文ギIJHH'I:業)IJ燃

219.4ha x (18，3L1ha)=4.015L1 il-' 
ilOI街111)Ltl 'Sl~ 

4雪015LI '('， x 01淫iJlI40.4 7MJ/L) = 162，487MJ/ゴド

(間接エネルギー)輸送散布作業111来(人 (11‘640千円+1.098千円+337千円 +393千円 +87千1LJ) 
ド|♂1+輸送mli(~líj It1 7己資・迎行資より鉾 H.'r) x 0，0455MJ/ I'HNo，21 農業サービス)=616司753MJ!'(' 

J-)上より算:1.1'，したシナリオ 2 実態のステージ⑤ に係る

エネルギー消費を Table16に示す。 附桜エネルギーの

算，'.Uに用いた 3EID原単位については 部門名を付記 し

ている (Table2参照)。

計画では.水|土I620ha，よ1111，574ha に消化液を施用する。

水111. 1:flIにおける町l積当たりの消化液施用量. 室素要求

長。 Ni化液ではまかなえない京葉量をネrfjうための化学肥

料 (普通化成肥料 8-8-8) の条件は シナリオ lと同 じ

である。水|王1(620ha) については消化液により. 室ミ!ミ

要求査の 100%がまかなわれる。消化液で代替可能なエ

ネルギーは Iha当たり 5ヲ825MJ (25t/ha X 233MJ! Ni化

ilIf. t) である o):111 1，574haについては，Niイヒi夜50t/haを

施mし 芸素要求量の 4796がまかなわれる。代替可能

なエネルギーは， Iha当たり 11，650MJ (50t/ha x 233MJ/ 
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Table 16 シナリオ 2'笑態の①引成物の利用ステ ジにおけるエネルギー消費

Energy consu1l1pt旧 nIll① Utilizalionof gcncl 

剣山項目 データ Z， 算出結果

初期j投入エネルギー (MJI年)
7J(:fiTI . :k1lJ作物 ~I" ílf~ に係る施設・機械の整

nelllral 
保1・購入

僚主Aエネルギー (MJI{I') 
水:fìTI'1.1I 1作物 ~I~.jr~' に係る施設・機械の廃

neulral 
請手

(o白抜エネルギー)水稲 畑作物生産に係
ncutral 

る燃料出来

化学肥料施j刊iz

(1日j核エネルギー)水稲~U正 620ha の恭肥 438kg/ha x 108 p:j Ikg X 620ha=29，328苛円 /年

としての化学Jj巴1411]来 29，328千 1.1j 1 :年 X 0.1232MJI円(No.104化学 j肥料)=

ランニングエネルギー消費
3，613ユ10MJI年

(M.if:if.) 化学肥料施fIJ量

(1削妥エネルギー)畑作物生産 1，574haの 1，875kg/ha X 108円IkgX 1，574h日=318，735千円 111'
器Jj巴としての化学肥料|士I来 318，735千円/正|ー X O.1232M.i1円(No.104化学肥料)=

39，268‘152MJI年

(間接エネルギ )水稲 畑作物~1'J;fに係
る追Jj巴肥料および他の資材・サービスや nClltral 

iMUJEII ~こ

消化ilY.t)である。不足する室緊(室号主要求章一の 53%)は

化学肥料 1，000kg/haを施用して補う 。水田においても刈l

においても，消化ilUの施汗JI非施j・11にかかわらず，収量

の差はないものとしまた作物栽培に係る施設・機械の

初期投入エネルギー・廃棄エネルギー，労働および追肥

肥料や他の農業計三産資材等に由来する|間接エネルギーは

"neutral" と し 計J:しない。主上より算出したシナリ

オ 2・計画のステージ① に係るエネルギー消費を Table

17に示す。 !日1按エネルギーの算出にJtJいた 3EID原単位

については‘ ffl¥I"J名を付 記 している (Table2参[1な)。

b 算出結果

シナリオ 2における実態と計画のエネルギー消費お

よびエネルギ一生産の算出結果:を Table18にまとめた。

ライフサイクルでのエネルギー収支は，、eutral" 部分

を含まないとしても，実態，計画ともにマイナスとなっ

た。ステージ、⑤ のエネルギー消費が実態と計画で若干数

値が具なるのは句算出過程での精度による誤差であり‘

投入される肥料成分にFI:I来するエネルギー消費は同じで

ある。計画では.消費されるが)42，9000J/年のうち 約

50%はステージ③ で生成された消化液由来のエネルギー

である。 また計画のステージ① では‘初期投入エネル

ギー・廃棄エネルギーは実態に比べて約 10倍と大きい

が。ランニングエネルギー消費は実態の 70%程度であ

る。そのため，ステージ③ の計画では，エネルギー消費

は実態よりも小さくなり句 またエネルギ一生産によって

Table 17 シナリオ 2' 言計IPI阿阿li同11 の①土詐ド一 )J成j戊M午物初の利!月刑|日1 ステ一ジにおけるエネルギ一消f釘一~(

EI訂nCI

tiiL¥JJI 11 データ名 勢，'lJ，結果

ネJ)J!lJ投入エネルギー(M.ilir:)
水稲畑作物生産に係る施設機械の繋

nculra1 
j!m 購入

際交エネルギー (M.il年)
水稲 1.1111'1τ物生産に係る施設 機械のげと

nelllra1 
雪if

(直接エネルギー)水稲・対1I作物計:.íl~. に係
neutra1 

る燃料 rl:J~~

(f日l接エネルギー)水稲生産(620ha)の恭

肥として消化液で、供給される窒素成分r:11 620ha X 25t/ha X 233MJI {ili化i夜t=3，611，500MJI年

~~ (消イヒ波方面汗Jn訂M620haの 100%)

( 間接エネルギー)畑作物 ~L'. ilf. (1 ，574ha) 

ランニングエネルギ 消費
の恭!犯のうち消化液で供給される 窓素

1，574ha X 501/ha X 233M.i1消化液 t=18，337，1 OOMJI年
成分由来(iì~í 化 ìi}:!j主用面積 1 ，574ha での

(MJI 1f) 
47%) 

(r，n tよエネルギー)対日作物生産(1，574ha) 1，000kg/ha x 108 fIJ Ikg X 1，574ha=169，992千円 /年

の悲l肥のうち化学肥料11]来(消化ifH通用 169，992千円 /年 X 0.1232MJI円(No.104化 ザ:肥料 )=

日j積 1，574haでの 53%) 20，943，0 14MJI {ド

(11IJ1妥エネルギー)水稲-対11作物生産に係

る追肥化学肥料および他の資材・サービ ncutral 

スや{舌到b1:1=1来



112 J;'~十j 工 ~f 研究所技級官l212 号 (2012)

Table 18 シサリオ 2における笑態と言|一回|のエネルギー消費とエネルギ一生産 (GJ!:fI) 

Energy consllI11ption and prodllction of Prcscnt日ndI'lan Scenario 2 (GJ !ycar) 

①バイオマス
①収集・輸送ー

の生産(発

生)
貯蔵

ii~j ヂf 。 。
災態 汚水処理 s産 ----------言十 ilHN O 。
回

メタン発酔
生産 ----------一一一」ー

変換に係るエネルギーを 目給できるとともに，エネル

ギーの余剰も生じた。

3 生ごみ・生活廃水処理汚泥・食品加工残さ対象シ

ナリオ(シナリオ 3)

対象とするバイオマスの量 性;[犬などの条件および実

態・計画の各シナリオの詳細は，経済性の許{illi(消水ら.

2012) と共通である。

a 各ステージにおけるエネルギー消費とエネル

ギ一生産の算出

(1 )バイオマスの生産 (発生)ステージ

シナリオ 3では，実態・計画とも，本ステージに係る

初期j投入-廃紫エネルギーおよびランニングエネルギー

消費は“neutral であるとした。

(2) 収集-輸送-貯蔵ステージ

シナリオ 3では。実態・計画とも車両や設備.輸送距

離も同じと仮定 し本ステージに係る初期投入 廃棄エ

ネルギーおよびランニングエネルギー消費はいずれも

“neutral とした。

(3 )バイオマスの変換ステージ

バイオマスの変換ステージにおいては句エネルギー ìì~

③バイオマス 。生成物の4[IJ11 ⑤生成物の利
許I

変換 i差・財政 汗j

42，940 。 42，881 85，820 

。-----------1------- 。
37，126 14，819 42，892 94，837 

52，981 ---------- 52‘981 

資に加え可変換により生成されたエネルギーや製品に由

来するエネルギ一生産を算出する 。

シナリオ 3の実態では 地域内の焼去P!iI!i設が生 ごみ‘

生活廃水処理汚泥食品加工残さを受入れてが!t:!，jJ処理lし

焼却l灰は施設内で埋め立て処分を行う 。エネルギ一生産

は OMJである。

旬以，[J施設の建設費。運転条件当?は 清水ら (2012) に

詳述している 。薬剤lに係る間接エネルギーは 各薬剤の

使用量および文献値から求めた価格(消石灰の使用量

は. 70t/日規伎の焼却施設へのヒアリング値より 155t/

{j'.. 主ji{iTIiを間野 (2009)より 25.7円 /kgとした。活性炭

購入費は。薬剤費総額からさしひいて求めた)に 3ElD

より 号[JlJした各諜斉IJに相当する部門の原単位を釆じて

求めた。本シナリオの対象とするバイオマス稔量は 10t/

円であるため，調査により得られた各エネルギーの佐!の

1/7をシナリオ 3のエネルギー消費として計上した。

以上 より算H'，したシナリオ 3・実態のステージ@に係

る初期投入エネルギー・廃棄エネルギー・ランニングエ

ネルギ-ìì ~í 費とエネルギー と1" 産を Table 19に示す。 fl:i

按エネルギーの算{:I:¥にJl'Jし、た 3ElDJゑ単位については，

部門名を付記 している (Table2参照)。

計画では 10t/日の混合原料を変換するメタン発酵-

Table 19 シナリオ 3.実態の①ノ Tイオマス変換ステージにおけるエネルギ-mげ~l( とエネルギ一生産

Energy consllI11ption and prodllction in① BioI11ass conversion stage 01' I'resent Scenario 3 

第，'J¥mI~ I データ名 第 n-~結来

初期投入エネルギ (MJIゴ1.) 力't:tIJ施設建設(117f4(jR) 
(414，503千1'].;.15 if) x 0.0413MJ/I rj (No.284河)11・下

水道・その他の公共事業)=1，141，265MJ! {I' 

廃棄エネルギー (MJI年) 焼却施設廃棄(117負担) 1，141，265MJ!年x0.05=57，063MJ!年

(直接エネルギー)電力 (117負担) 393.389kWh!年 x(電力 13.23MJ/kWh)=5ラ204.536MJ!五l

(直接エネルギー)Am:illJ(l17負jm 701L!年 X (A :ill:iJlI 42.63MJ!L)=29，884MJI咋

(1間接エネルギー)活性炭1:1:1来(117負JID
569二r-p:j !王H 活性炭購入費)x 0.1499MJII' J(No.1 09そ

の他の無機化学工業製品)=85，293MJ!年

(間接エネルギー)消石灰由来(117負也)
1，190千円/年(ii!j石灰購入費)X 0.0813MJ!円(No.157

ランニングエネルギー消費 その他の主主業-ーI::j'.:i製品)=96，747MJ!年
(MJI年)

11，387千円/ゴド(保符点検費)x 0.0583MJ!円(No.297財産
(間後エネルギー)保守点検(117負担)

棄物処理(公営))=663，862MJI年

( r.n桜エネルギー)施設管r.m事務(117負 14‘170干fIjI il~ (事務経資)X 0.0185M.I! 1'1 (No.344公務

担) (地方))里262.145M.I!年

( 1九j按エネルギー)燃焼灰初出処分(117負 3，382千円/正H 焼却灰搬出・処分資)X 0.0583MJ!ド!

tt!) (No.297廃棄物処理(公営))=197， 171 MJI i[ 

エネルギ一生産(MJIil~ ) なし OMJ! "1 
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コジェネレーション施設を 1i基 地域内に設置する。変

換施設では. 10t/ I::lの混合原料 l之 前 処 理段階で破砕-

~'Ii従分liJ!íされ守発生する国体分 ( 1<: ttff 物 ) は 言、Hilii対象

外 (エネルギー消費は54山しない)で:1ft)]巴イじされる。液

体分はメタ ン発酵され. 生成したバイオガスを用いた コ

ジェネレーションにより電力と熱が生成される。同時に

メタン発静消化法が生成される。メタン発醇・コジェネ

レー ション施設の運転条件 建設費および各装置の価絡

は[清水ら (2012)の Fig.15.Table 24 Jに示されている。

これに基づいて算出したシナリオ 3・計画のステージ①

に係る初期J止入エネルギー・廃棄エネルギー・ランニン

グエネルギー消費とエネルギ-~.i!t. を Table 20に示す。

間接エネルギーの算出にmいた 3ElD原単位については

部門名を付記 している (Table2参pq)。

(4)生成物の輸送・貯l故ステージ

シナリオ 3・実態においては バイオマス山来の生成

物はないため.本ステージでのエネルギー消費は計上し

ない。計画では.ii!i化液をバキューム市で農地に輸送し

弁¥ifil坊で消化液散布機に移し替えて散布する。ili命送およ

び農地での散布の条例は. ì~í'* ら (2012) のシナリオ 3 ・

計画と同じである (r清水ら (2012)の Fig.16. Figl7J 

参照)。

シナリオ 3.計画のステージ③ に係る初期投入エネル

ギー・廃棄エネルギー・ランニングエネルギー消費を

Table 21に示す。|間接エネルギーの算出にmいた 3ElD

mt単位については 古1¥門名を付記している (Table2参

]!~t) 。

(5)生成物の手IJmステージ

シナリオ 3の生成 物の利用ステージ では， 水田

113 

21.3ha. :J:III 54haを評官lIi対象と した。 これは. 計画で消

化i{i(水|王12.5tll Oa. 1.111 5t/l Oa)を施用する面積である。

実態では，バイオマス山米の生成物はないが，計画との

対比のため，すべての面積で基肥として化学肥料 (普通

化成肥料 8-8-8. 窒素成分 8%) を使用した場合のエネ

jレギー消費を算出した。水圧1. 1.HIにおける基肥の窒素要

求量は。シブリオ lと同じである。寄1・価対象水町 (21.3ha)

では化学肥料 43.8kg/IOaを.許1111i対象畑 (54ha)では化

学'肥料 187.5kgll Oaを施朋し.いずれも 収量は計画と差

がないものとした。また 作物栽培に係る施設，機械，

労働および追肥のための肥料や他の農業生産資材等の投

入に山来するエネルギーは，初期投入エネルギー・ 廃棄

エネルギーやランニ ングエネルギー消費とも冶eutra!"

とし 計上しない。以上より 算出した，シナリオ 3・実

態のステージ① に係るエネルギー消費を Table22に示

す。 r:.lj接エネルギーの~~~ I:Uにmいた 3ElDJ京単位ーについ

ては.去1¥門名を付記している (Table2参照)。

計画では.水旧 21.3ha. 畑 54haに消化i夜を施刑する。

水田.1:111における面積当たりの消化液施m量，室生こ要求

畳，消化液ではまかなえない窒素最を補うための化学肥

料 (普通化成肥料 8-8-8) の条件は守シナ リオ!と liiJじ

である。水III(21.3ha)については守消化液を施JlJする

ことにより守京葉要求室:の 100%を代替で、きるため，消

化i夜で代替可能なエネルギーは，Iha当たり 5ョ825MJ(25t/ 

ha x 233MJ/消化iat)である。1.11154haについては.消

化i夜50t/haを施朋し 窒素要求査の 47%がまかなわれ

る。代替司能なエネルギーは， 1 ha当たり 11，650MJ (50tl 

ha x 233MJ/消化液 t)である。不足する主素(窒素要

求量の 53%) は，化学肥料 1，000kg/haを施Jl:Jして補う 。

Table 20 シナリオ 3 ・ 青 I Wiiの①ハイオマス変換ステージにおけるエネルギ -iì~qJi とエネルギ一生産

Energy consu川plionand production in①Bωmass converSlon山 gcof Plan Scenario 3 

t~: ll:\ ml l E デ タ名 $;i'出品fi果

(38，100千円 30斗)x 0.0428MJI円(No.289その他の
メタン発問手施設(建築士木)建設

二I木建設)=54，356MJIil 
{)JlU]投入エネルギー (M.l1年)

(116，900千円 J?年)x 0.0484M.l1円(No204JFfc業用機
メタン発酵施設(設備機器)建設

械)=471 ，497MJI年

メタン発酵 コジーLネ施設(建築土木) 54，356MJI年x0.05ス718MJI年

廃来エネルギー (MJI年) メタン発醇 コジェネ施設廃棄(校側j機
471，497MJI年x0.03=14，145MJI年

保)

165kWhl日x365 R 60，225kWhl年
(日出銭エネルギー)定力巾来

60，225kWh!年x(13給電力 3.60MJ/kWh)=216，81OMJI 11 

(i!!Itよエネルギー)熱由来 2β09MJI 1:1 x 365 1ヨ 733，285MJ!年
ランニングエネルギー消費

511千円 !{J:. (JJ見硫剤費)x 0.0813MJI年(No.157その他(MJ/'r) (1間接エネルギー)JM，fi洗剤由来
の窯業土石製品)= 41 ，544M.l1 ij 

( 1間接エネルギー) 施設省;窃t Jlli ~~'山米
9，088，千円/イf.(人H資+.'川会補修狩)x O.0455MJI円
(Noフl農業サービス)=413，504MJI年

L080kWh/l二1x 365日 394，200kWh!:i下
電力 394，200kWhl iJ'. x (電力作j議360MJ/kWh)

エネルギ一生産(M.l1年) =1，419、120MJ!イr
虫丸 6‘480MJI 1:1 x 365日 2，365，200M.l1年

ii!i化d主(3，23011'1.)による化学Jl巴平|代仏、 3，23011 i['. x 233 M.l1消化江主 t=752，590MJI11二
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Table 21 シブリオ 3 計画の③生成物の輸送 l!'J 政ステージにおけるエネルギ一洋i資

Energy co削 mptionin o TI山151削

針山JJ[fol デタ~， y.Î~ 11 H結栄

バキューム1111台!隣人
(5ラ000千 I.1J-:-8 :'I~ ) x 0.0520MJ/ I1:J (No.247トラ yク
パス・その他の同動車)=32，500MJ/ol:. 

初期投入エネルギー (MJ"'1.) ii'iイヒiW.11文ギ11機 1tilWiJ¥ 
(8，000千1'] -:-7 "1:.) x 0.0484MJ/ ITJ (No.204民業用機械)
=55，314M.I/ ，十

ìì~ イヒ江主 Il~イ11 機愉i2l FH トラ y ク l 台 l!1lf.入
(1，500 T 1 'J ..'-8 1j'.) x 0.0520M.I/ ITJ (No.247トラ yク
パス，その他の!士1[;jJ詐)=9，750MJI年

パキユ ム1!(1 f:i I発現i 32，500MJI il二x0.03=975MJ/年

廃紫エネルギー (MJI年) mイヒ WHI~;{lî機 18廃棄 55.314MJ/年x0.03=1‘659MJ/ {I二

fftJJ~llx;{lj よl' 輸送用卜ラ y ク 1 fi廃棄 り750MJ/{ド x0.03=2931¥1.1/ W 

バキュームEド 総定行日f'ililfi'18，000kml >f -:-(5.26km/U= 

3，422L1 '1. 

([1;(桜エネルギー)愉j2i川燃料 ('1市山)11:1来
ii'iイヒlf反目立ギ11機輸送JlJトラック 松7と行 ~ll. lþ' li 6，000kml ir 

一(6.26km/U=959L1:fr 

(3，422L1 "ド+959L1 51") =4，381 LI '1' 
ランニングエネルギ-ii!i獄 4.381 LI 1j. x (経iII140.47MJ/L)=I77‘299MJI'1 
(MJ/年)

ii'iイヒ(夜H士;{liIrli干U21.3ha + 54ha=75.3ha 
(r自 Jよエネルギー ) jf~ ;{lj川燃料 ( i!n'itll ) Itl ~ξ 75.3ha x (18.3L1ha) = 1，378L1 '1 

1，378L1ゴl'x (経iII140.47MJ/U=55、768M.l1olニ

([I~j妥エネルギー ) !愉送 散布イ'r::<<:， 11 1来
8，083 T I'J (人件公+輸送川車両凶7己資+!.illfi'許)x 
0.0455M.l1 F'J (No.21 !美栄サービス)=367，777MJI"1'-

Table 22 シブリオ 3.実態の①土|成物の手IJJ1Jステージにおけるエネルギ-ii叩I

Encrgy co削 ml川 nm① Utili剖 ion01' gcncl'atcd n川 crial51，伊 01'Present Scenario 3 

t';;:lFrJ久1'1 データ 1'， 1~JH村栄

1'))則投入エネルギー (MJ/年)
;J(fiTi . j:lllfノI物生艇に係る施設 機械の箆

n巴utral
1iiii .購入

18~楽エネルギー (M .l 1 イn
水稲・州11作物生Ui:に係る施設 t財政の Jij~

ncutral 
'r\~ 

( 1白 後エネ ルギー )水稲・j:l ll fl~担 1 :. 艇に係
ncull日l

る燃料 III~~

化学JJ巴fl施JlJiT.::438kg/ha x 108 JlJ Ikg x 21.3ha=I.008 
([日J:tよエネルギー)水稲I-IIT主(21.3ha)の恭 二f-lrJ/11': 

肥としての化年'肥料 11:1:;ji; 1.008 T IrJ /正f.x 0.1232MJI F'J (No.1 04 化 学 JJ~ 利 ) = 

ランニングエネルギ-ii'i 11i 
124司186MJ/"1 

化学肥料施ml7l 1，875kg/ha x 108円 Ikgx 54ha= 10司935(M.l1イn
(I::j按エネルギー)j:11I約二物生産(54ha)の恭 千I"J/ oド
肥としての化学日目三Irll来 10‘935ニfl工J/ 11'. x 0.1232MJI F' J(No.1 04化 ιif:JJ巴料 )=

1，347，192MJ/叶

(fl[j按エネルギー)7MiTI . J:IIWr物生';['に係
る:iJjJJ巴化学肥料および他の資材-サービ n巴utral

スベコl舌手UJIII;ji;

水田においても1:111においても。消化lf:互の施月一JI非施肝jに

かかわらず 11又;孟の差はないものとし守 また作物栽i子=r:に

係る施設・機械の初期投入エネルギー・廃棄エネルギ一。

労働および追肥肥料や他の農業生産資材341に由来する

間接エネルギーは neutraJ とし すi上しない。以上よ

り算出したシナリオ 3・計画のステーシ、⑤ に係るエネル

ギー消費を Table23に示す。 間接エネルギーの算出に

用いた 3EIDJ忠よji位については， 部門名を付記 している

(Table 2参照)。

b 算出結果

シナリオ 3における実態と計画のエネルギー消費お

よびエネルギ- ~I ::. i!~ の算出結巣を Table 24にまとめた。

ライフサイクルでのエネルギー収支l之 "neutraJ" 部分

を含めない条件では守実態ではエネルギー消費のみであ

るためマイナス 9ヲ209GJ/年であるが守計画では 4J5GJ/

年のプラスとなった。ステージ③では。実態におけるエ

ネルギー消費が計画に比して大きく‘ とくにランニング

エネルギー消費の約 6896をlElめる電力と A主j自由来の

間接エネルギーの影翠:が大きしミ。計画で、は電力 ・熱に由

来する直接エネルギーは小さく守また土l産されたエネル
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Table 2幻3 シナリオ 3 計jiliiの①λ付!やリ:，)j，成J戎k物の干利lリj川!月川|リjステ ジにおけるエネルギ一ii!ばjt

En附1e叫!巳gyじω0削 111川1p凶11山110叩n111 ① Uωli1i悶 11旧on日lofg伊enera瓜le“dl11a 日引1ω附刷E口叩II凶a叫lリl山 ge 01' P[an Scenario 3 

算Hlj項 目 | データ名 t針vI山u山l
|水稲・畑作物住民に係る胞設・機材tの15F初期投入エネルギ (MJ!年)I I:/J ~ L ./，tL ¥ ~ 1'1"' ''''' !Jl.!:.jLA I I1cutral 
!制n.購入

廃棄エネルギー (MJI年)
水稲， J:11J作物生産に係る施i没・機械の廃

(直接エネルギー)7](揃 ，J: 1 1J{午物 ~I:， M~ に係 l 
る燃料 EI.i;:1( I nClllra 

(1悶峻エネルギー)JJ(ffíí ~ I j)'(~ (213ha)の基
IJ巴として消化iiiiで供給される室奈成分11] 21.3ha x 25t/ha x 233MJI消化i夜t=124，073MJI年
米(ii'i化iiHiliJfJTiI日和21，3haの 100%) 

(1日]接エネルギー)畑作物化産(54ha)の辺、
ランニングエネルギ -di1!i 肥のうち消化液で供給される笠緊成分id1 54h日 x50t/ha x 233MJI消化液 t=629，1 OOMJI年
(MJI年) 米(ii!i1ヒiWJj白nJfiii Hl 54ha <ごの 47%)

(11tH妄エネルギー)):lJIf[物公民 (54ha)の恭 1，000kg/ha x 108ドllkgx 54ha=5，832千JIJ1 {j'. 

IJ巴のうちイヒギIJ山1111米(ii'iイヒifUiliJllIUI;fJ'i 5，832午 11J 1 il' x 0， 1232MJI 1 rJ (No， 1 04化 学 JJe!刺，)= 

54haでの 53%) 718，502MJI年

(1:別妥エネルギー)水稲 J:11J作物士U'iiに係
る追IJ巴化学肥料および他の資材-サービ nClllra1 

スや活動11:1米

fablc 24 シナリオ 3 における災態と計|出iのエネルギ -dí~，1i とエネルギ 生産 (GJI:'1・)

Energy conslll11ption and prodllction in Prescnt and Plan 01' Scenario 3 (GJ fycar) 

。ハイオマス
①収集-輸送・

の ~t Id' (発
~U 

lt-j政

ート一一
主iミ ii'i ~~i o 。

焼却
!L~ 、 士仁l正 ---------m針 。 o 
nlii 

メタンラ合併
士I:，{(， 1__________1________ 

ギーによりそのすべてが自給される。

4 規格外甘しょ・食品加工残さ対象シナリオ(シナ

リオ 4)

対象とするバイオマスの歪 住|状などの条件および実

態 ・計画の各シナリオの計組|は経済性のf¥f1iIIi(清水ら

2012) と共通である。

a 各ステージにおけるエネルギ 消費とエネル

ギ一生産の算出

(1 )バイオマスの生産 (発生)ステージ

食品加工残さについては地域内発生分 (10，7tl日)， 

地域外発生分 (9tl日)のいずれも。食料品等の製造加

土工程 (評価対象外)で発生する廃索物であるため 本

ステージにおけるエネルギー消費は算出しないものとし

fニ。

規格外甘しょ (9~ 11月に 1，500tl年)は句青果用目しょ

生産工程で発生する副産物であり，実態では対1/に鋤込む

が。鋤込みのためのエネルギーは主産物の主l.N2(言、Ffilli対

象外)に含まれるとみなした。また。計画では， 土1-産者 (農

家)がよIIIで収集し集荷施設から次ステージでの輸送に

供するが 主産物収碓ー1+寺の作業と 同時に行われるとみな

①ノミイオマス ①を1，)成物の輸 ⑤生成物の手IJ

変換 iζ l!i:il"主 JIJ 

7，738 o 1，471 9_209 

。----，戸------ 。
l司948 702 1.472 4，122 

4‘537 ------戸---
4，537 

し，エネルギ-?i1i担'を算出しない。また 本ステージで

生産される規絡外 1:1"しょは，化石エネルギ一代替として

止|て産されたものではなく.実態で鋤込まれていたもの(廃

棄物とみなす)であるため。エネルギ一生産としては計

J-_しない。

(2)収集-輸送・貯政ステージ

地j或内発生分の食品加工残さについては‘木ステージ

に係る車両や設備 輸送距南liは，実態・計画とも同じと

し初期投入， I廃棄エネルギーおよびランニングエネル

ギー消費はいずれも‘ neutral とした。

地域外発生分の食品加工残さについては。実態では守

地域外で収集輸送業者により焼却施設まで輸送される。

この収集・輸送作業は評価対象外とし 初期投入・廃棄

エネルギーおよびランニングエネルギー消費は算出しな

い。規格外廿しょの収集・輸送.I11-肢は行われない。以

下。実態・計画で "neutral でないもの (計画について

追加的に算出すべき項目)について示す。

計画においては。地域外発生分の食品jJ[I工残さを飼料

化工場に輸送するための輸送距離延長分と飼料原料とし

ての鮮度を保つために車両に積載する保冷装置(車両は

既存のものを使用すると仮定し算出対象としない)に

ついて.追加的にエネルギーが消費されるとした。地j或
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外発生分の食，\:~， 1J[I工残さの輸送距離延長分を片道 50klll

と設定し， 3台の トラックで 365日/年輸送するため

年間の輸送総距離延長分は 109，500klllとなる。保冷装置

を積載することによりトラックの燃費効乙宇が 20%低下

すると仮定し小型トラックの燃費効率を基に， 5klll/L 

として燃料消費量を算出した。また 1 距離延長分に係る

車両遂行費については間接エネルギーとして計上した。

保冷装置はトラック積載型で 3きk 価格はメーカーカタ

ログ等より 1，000千円 /基として初期投入エネルギー ・

廃棄エネルギーを算 II~，した 。

び春夏冬の規格外廿しょ財政のための貯蔵庫についても

「清水ら (2012) の Table32J に示す価格条件使用条

例ーから初期投入エネルギー・廃棄エネルギーおよびラン

ニングエネルギー消費の直接エネルギーを算出した。以

」二より，シナリオ 4'計画のステージ③ に係るエネルギー

消費を Table25に示す。問桜エネルギーの鈴出にJliい

た 3EID原単位については守部門名を付記している (Table

2参照)。

(3)バイオマスの変J失ステージ

バイオマスの変換ステージにおいては エネルギー消

費に加え.変換により生成されたエネルギーや製1111にEI:I

対くするエネルギ一生産を算出する 。

規絡外ti しょ輸送のための大~~トラックの購入価格お

よび輸送条件は，清水ら (2012)のシ7-1)オ 4・計画と

同じである。トラック価絡に基づき初期投入エネルギー・

廃棄エネルギーを。また輸送条件に基づき燃料消費出来

の直接エネルギー，人件費 車両i固定資 ・車両jlli行費由

来の間J麦エネルギーを算出した。

また，本ステージでは，飼料化工場での食品残さおよ

シナリオ 4の実態では，地域内発生分の食，'，MJO工残さ

は焼却施設で焼却される。一方地域外発生分の食Jill加

ユ.残さは地域外で処理され，ガi1各タトIdしょは.ステージ

①で11T1に鋤込まれている (発~I二 しない ) ため.手1;仙i対象

外である。 よって 本ステージでは.地域内発生分の食

Tablc 25 シナリオ 4・日I-T!!!iの①収集・輸送 !!'j:i依ステージにおけるエネルギ-iim

Encrgy co 

手vl:HJi'II~I データ名 t~Î: U ~結以

食1111加ユ夕立さ (rli11、j 発 ~I 分)の収集中市 ib'
ncutral 

(¥!j:政なし)に係る 11'両勢購入

食品 JJIIユP長さ ('i'!ï外発 ~I一分) の JI見集輪;1の
F.'Hilli対象外のためt'i:Ii'，しない

ための小宮lトラ ァク3台購入

初!日l投入エネルギー (MJ/年)
食品}JJI工伐さ (市外発生分)の収集輸送の !(I，OOO千1[1-;-6年)x O，0409MJ/ 11:1 (No，195冷iJ，fHiJi" iJ;，'t 
ためのトラ 7 ク絞紋保冷装置 3 台l!I~人 {Jil罰則さを'~-I宣 )1 x 3台=20，450MJ/11'

規格外1:1しょの収集市街送JII大型!トラック ( 12，960千円 8 11'-) x O，0520MJ/ 1J:1 (No，204トラックー

li:i購入 パス その他の臼1fUJW)=84，240MJ/'1 

!?i 民主J1lf校iEI
( 10，000千円ー 10イド)x O，0409MJ/円(No，195冷凍機-

ィjuiti!制整事ti8J=40，900MJ/1，1

食品川工殺さ (Tti内発生分)の収集輸送
nculi日l

(!t-j:蔵なし)に係る111[1百l等廃棄

食 [rl~l 1.川 .:n主さ (干11 外9t~t分)の収集輸送の
評価対象外のため~出しない

ための小型トラック 3台廃業

廃君主エネルギ (MJ/年) 食品川IH 長さ (市外発生分)の収集輸送の
20，450MJI年 x003=614MJI "1: 

ためのトラック積救保冷装置 3Eif&[旅

規絡外1:1しょの収集輸送m大型!トフ γク
84，240MJ/年xO，03=2，527MJI il~ 

l台廃棄

貯ir¥在庫廃緊 40，900MJI ilc x 0，03= 1 ，227MJ/ 11ニ

(出

内発生分)の収集輸送(貯蔵なし)刊業r.1:1 ncutral 
司王

{夜桜エネJレギー)食品力UI残さ(r↑l外発 総j主行距離 109，500kl11-;-(5kl11/L) =21 ，900Ll年

~，分) の収集輸送に係る燃料 11-1来 21，900Ll年 x(軽?fI140.47MJ/L) =886‘293MJ/ "1'-

(11lJ桜エネルギー)食品lmT残さ (，/1外発
評価対象外のため~t~:m しない

三1"分 ) の収集輸送作業Jj:1~~
ランニングエネルギ -i的資

(問H)主エネルギー)食品川1工残さ(rli外発 821千円/年(輸送車両illi行1'()x O，0345MJ/ Pl (No，298 
(MJI年)

~L分) の収集輸送作業|主!来 廃棄物処耳目(産業))=28，325MJI年

(砿接エネルギー)規格外 1:1'しょの収集愉 総走行ggPllro6，OOOkl11l年一 (3.34kl11/L}=1，796L1ol-: 

12去に係る燃料 1:13来 1， 796L1 :fj'-x O)fi'iill 40，47MJ/U =72，684MJI年

(lifJ抜エネルギー)規格外 1-1しょの収集輸 1671千円 /年(人件資)+ 73千円/年(車両国定資)+ 54 
送作業 EH 米(人 í~H当 時間|苗定資 III問 千円/正ド(車両運行1'()1 x O，0528MJ/ 11'1 (No.312道路貨物

巡fl:~t( より 1Jt~U-'r) 輸送(1徐自家輸送)) =42， 134MJ/年

(日J:1妥エネルギー)貯蔵庫逆転'i[力 3，240kWhl年x(屯力 13，23MJ/kWh)=42，865MJI:q:. 



i111水夏樹・羽h山義人 'l'村真人 IJII，i;1 賢 ハイオマス平IJ活用システムのライブサイクルを対象としたエネルギ収支の評価 117 

品加工残さの力以IJ処JJ[I.焼却灰の担立処分に係るエネル

ギーについて計ょ した。実態でのエネルギ一生産は OMJ

である。

焼却施設の建設費.巡![伝条件等 は，清水ら (2012)

のシナリオ 4'実態と同じである。「浩一水ら (2012)の

Table 33J にiiLづき算出したシナリオ 4・実態のステー

ジ① に係る初期投入エネルギー・廃棄エネルギー・ラン

ニングエネルギー消費とエネルギ一生産 を Table26に

示す。間接エネルギーの算出にJfJいた 3EID原単位につ

いては守部門名を付記している (Table2参照)。

計画では，飼料化工場が地域内 地域外で発生した

食品加工残さと，腕〔料として!麻入 した規格外甘 しょを混

合 して乾燥・発酵し栄養補助添加物 (ふすまやビタミ

ン ~Jí などの添加斉IJ. 288t/年) を加えて主主!J本肘の高付加

価値飼料』こ変換する。製造された飼料は工場渡しで販売

するため守 同量のib販飼料を代替するものとしてエネル

ギ、-:'.1二産を言十ょ した。

飼料化施設の建設資や逆転条件はー 清水ら (2012)

のシナリオ 4・計画と同じである o['清水ら (2012)の

Table 34J に器づき算出したシナリオ 4・計画のステー

ジ① に係る初期投入エネルギー・ 廃棄エネルギー・ラン

ニングエネルギー消費とエネルギ一生産を Table27に

示す。間接エネルギーの算出に用いた 3EID原単位につ

いては.部門名 を付記 している (Table2参照)。

(4)生成物の輸送 貯蔵ステージおよび生成物の利用

ステージ

シナリオ 4'実態では バイオマス由来の生成物はな

いため， ~I? 成物の輸送 • t!1'政ステージおよび生成物の利

川ステージでのエネルギー消費は言十上しない。計画でも，

生成物である飼料は工場渡しで、販売 されるため。輸送-

貯蔵は行わない。飼料のキIJ).IJ (養豚)についても，本シ

ナリオでは取りあげない。

Table 26 シナリオ 4 尖態の①変換ステージにおけるエネルギ-iibif!iとエネルギー引lifl

Energy consumplion and production in @ Biomass conversion山 gcof Prcsc川 Scenario4 

まうI.UrJll1 データ名 'tIIJ怖がR

初期投入エネルギー(MJI1r'.) 焼却施設建設(1596負j1.l)
(435，228千円 15 il') x 0.0413MJ/ILj (No.284河川・下

水道 その他の公Jt ~F業)= 1， 198，328MJI :;1' 

際交エネルギー (MJIil.) 焼却l施設防毒.[(15%負担) 1，198，328MJI年x0.05=59，916MJI:11' 

(直 接エネルギー )氾力 111~HI5 %負担 ) 413，058kWhl 'r'. x (屯ブ)13.23MJ/kWh)=5，464，757MJI年

(1白後エネルギー)A'1IiiJlI(15%負担1) 736L1年 x(A lli:illl 42.63ivI.llLl=31，376M.l1 ilユ

(111]岐エネルギー)i;ri'ビ11え(1596負担1，)1:11米
l ‘250午ドJ1イ1LfiYI1え購入費)x 0.1499MJ/I'=j(No.109 

その他の無機化学コ 業製品)=187，375MJI年

(IH]j妥エネルギー)ii'i七j夫(15%負社I)FII来
598 11'J I年(ii'i，{:i氏!借入資)x 0.0813MJ/I-'J(No.157そ

ランニングエネルギ-iì ~í iJi の 1也の "t来 ・ ニ|む *~ ， '，i' ， )=48，617MJI il'. 

(MJI年) <r日j桜エネルギー)保持:1'1人検(1596負担)111 11，956千円 /ゴ1::(似:守}.'!:1y(資)x 0.0583MJ/I'j (No.297廃

米 築物処fll'(公';;1"))=697，035MJI年

( Ilrjf支エネルギー ) 施設管政事務 ( 15 % t~! 14.879千円/王ド(事務経費)x 0.0 185MJI j'J(No.344公務

jm IJI米 (地方))=275，262MJI iド

( II¥j援エネルギー)燃焼灰t.JI"LI'，処分(15% 3，552千円 1":r'(焼主|け1)(l!l'i: I.H .処分 ~~i) x 0.0583MJI JLJ 

t~!'l且)1.1: 1 :1ξ (No.297脆楽物処理(公営))=207，082MJI il'. 

エネルギ一生産(MJlin なし OM.lI年

Table 27 シナリオ 4 計阿の①変換ステージにおけるエネルギ-iibii!(とエネルギ一生産

Ene， 

針，'.umll データ名 算出結果

初期投入エネルギー(MJI年) 飼料化施設建設
( 500 ， 000 午 p~ c-20年)x 0.0428MJ/jLJ (No.289その他の

土木建設)=1，070‘OOOM.lI作

廃'íi~エネルギー ( MJI 五|ー ) 飼料化施設廃棄 1，070，000MJI 年 x0.05=53，500M.l1年

( D~Jよエネルギ )施設.illi転 389，484kWhl年x(電力 13.23MJ/kWh)=5，152，873MJI年

(直後エネルギ )'iを動ブオークリフト 2
8，640kWh/年x(電力 13.23MJ/kWh)=114，307MJI年

ランニングエネルギー消費
tiのバ yテリ-f1j電力11.1来

(M.l1 ij) (flfJj五エネルギー)栄養補助添加物(ふす 8，640.， 円lir(栄養補助添加持'J購入費)x 0.0378MJ!円

まやビタミン類などi:f;)JII剤)1+1米 (No.1261笑柴品)= 326，592MJf'l 

( 11日按エネルギー)施設:i~・ JJ1' :ìÆ営 EII 来
19，000千円0)'(人f!['.'f!()+ 4，500千円1ir二(点検補修資)1

x 0.0455MJI円(No.21農業サービス)=614，250MJ/'1'. 

飼料 (5‘7601/年)による化イIエネルギー代
5，76011 "1:. x 41苛円It= 236，160千IJJ1 ije 

エネルギ- ~I:jよ (MJI 年)
t幸

236，160千 !TJ1年 x 0.042MJ/ 1'1 (No ω問料 )=

り，918，720MJf'1 



118 農村ーに学研究所技戦 第 212.号 (2012)

Table 28 シナリオ 4 における笑態と百|阿lのエネルギー消資とエネルギ - ~I:ïit (GJI年)

Encrgy consull1ption and production in Present and Plan 01' Scenario 4 (GJ/year) 

①バイオマス
①収集・輸送・

の生産(発

生)
財政

実 消費 。 。
焼却m 生産 ------------剖 消費 。 1，222 

魁
飼料{ヒ

生産 ------------
b 算出結果

シナリオ 4における実態と計画のエネルギー消費お

よびエネルギ_ ~c 庄の算出結呆を Table28にまとめた。

ライフサイクルでのエネルギー収支は "neutraC' 部分

を含めない条件において，実態では句マイブス 8，170GJI

年 (ステージ①のエネルギー消費のみ) 計画ではプラ

ス 1，365GJ/年となった。ステージ② の計画では.実態

では発生しないエネルギー消費が計よ された。 これは守

市外発生食品~rlJII工残さの飼料化施設 までの収集輸送(保

冷装置や輸送距PlItの延一長) と規格外|ヰしょの収集輸送に

由来するものである。 しかしステージ①の計画でのエ

ネルギー消費は。実態に比して小さく また ~I:hえされた

飼料が代替する化石エネルギーをエネルギ一生産とみな

すため。実態に比べて計画ではエネルギー収支が改苦さ

れる結果となった。

5 休耕田対象シナリオ(シナリオ 5)

対象とする休耕水旧国積やとl:jli'itE等の条件 および実

態-計画の各シナリオの詳細は経済tl:の許仙i(清水ら，

2012) と同じである。

a 各ステージにおけるエネルギー消費と工ネル

ギ一生産の算出

(1 )バイオマスの生産 (発生)ステージ

シすリオ 5・実態における維持管理作業(耕うん 1[l'11 

/年。 l畦Jll*除草 4[旦I!年)については. 2007年度に筆者ー

らが行った栽情実証試験(i育水ら守 2009)の結果に基づき守

③バイオマス 0~ニ1: )反物のやJÍìì ①釦1反物の利

変換 送 ・lty政 )11 

8，170 。 。 8.170 

。------------ o 

7.332 。 。 8，554 

9，919 ------------ 9，919 

燃料消費量から芭接エネルギーを算出した。維持活:迎作

業のためのj;2.業機械は食JfJ米のものを利用するため，初

期投入エネルギー・廃棄エネルギーは "neutral" とした。

燃料消費量の算出に当たり。各因坊とれ二業者自宅との

距離を 5kmとし竹工業のための移動も含めた。お|うん

(27PSのトラクターに標準ロータリーを装着).は， 20a 

を l単位として算出した。 トラクターの燃費効不はt怪)111

7.3L1作業11寺問， 1.5 H~r:':j の作業として，燃料 何年 )rll ) 消

費量は 11Ll20a. 作業率|主|宅から岡jJ}jまでのトラクター

移動(往復 10km) に係る燃料 01韮)1[1)消費車は 3.6L1

巨1/20aと第一山され. 20a当たりの移動および刺うん作業

に係る燃料 01珪)IU)消費量は 14.6L1年となった。 また.

11止111半除草は.各@ 0.5時間の作業とし.刈払機の;燃費ガj

本は混合)1110.2L120aとな った。 自宅から悶場までの移

動には燃費効ネ (ガソリン )11km/Lのil!J:トラックを )[:1

いるものとした。以上より算出したシナリオ 5・実態の

ステージのに係る初期投入エネルギー・廃棄エネルギー・

ランニングエネルギー消費を Table29に示す。

シナリオ 5・計画では 対象とする休耕水間でバイオ

燃料原料米を栽培する。栽培に係る約二業条件は.市水ら

(2012)に示すシナリオ 5・計画の①バイオマスの生産(発

生)ステージと同じである。栽培対象水|王|のうち。 「活

用可能性」が 「司 能jな休耕|王1(231.94halに対しては，

作付前に簡易な農地提備を実施する。この農地整備につ

いては.疎水材を用いたH音渠工の単位而積当たりのエネ

ルギー消費を使用期間 (15年と仮定)で割り。 l年当た

りの初則投入エネルギーとした。農地整備ーは，定期的に

Table 29 シナリオ 5 笑態のむノfイオマスの止Uff' (発土1'.)ステージにおけるエネルギーがj'{J(

Energy consull1ption in① Bioll13SS production stage 01' P代 sentScenario 5 

算I1Irj'[日 データ名 算出結果

初期j投入エネルギー (MJ/"1ニ)
土地(1*利回266.5ha) 評価対象外

農業機被害宇購入 食用米のものを利用するため neutral

廃棄エネルギー (M.lI年) 農業機械等廃棄 食用対とのものを利用するため neutral

(直接エネルギー)トラクターの移動 i01 (266.5ha .;. 0.2ha) x 14.6L=19，455L1ゴド

うん作業に係る燃料 (経irll)1担来 19，455L1年 x(経iII140.47M.l/L)=787，344MJI年

ランニングエネルギ-1出資 ([!1接エネルギー)11庄11¥'1ζ除草に係る燃料 (266.5h日一 0.2ha)x 0.2L x 4 [81 I年=1，066L1年

(MJI年) (i昆合y出)由来 1，066L1 :'1'. x (混合油 40.24MJ/L)=42，896M.l1年

(直接エネルギー)削111'1'除草作業のための (266.5ha ~ 0.2ha) x 0.91 L x 4 IEI =4，850Ll年

移動に係る燃料 (ガソリン)r[:/来 4，850Ll >fe X (ガソリン 40.24MJ/L)=195，164MJI壬|三
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施す管理作業とみなし廃棄エネルギーは計上しない。

ノくイオ燃料原料米栽培に必~ーな農業機械等(生産費制査

項日の建物資. I~I 動車費.農機~ 'têD については，既存

の食月1米のものを利用するため.初期投入エネルギー・

廃棄エネルギーは“neulraJ"とし.農業機械の機械保持:

しては計上しない。以上より算出したシナリオ 5・計画

のステージ① におけるエネルギー消費を Table30に示

す。間接エネルギーの算I:Uに用いた 3EIDJJjj、単一位につい

ては。青1¥門;g，を付 記 している (Table2参照)0 

(2)収集・輸送・貯蔵ステージ

点検のためのランニングエネルギー消費は計上せずに。

i幾械使用時の燃料から算出される直按エネルギーのみを

算出した。 ランニングエネルギー消費のうち.バイオ燃

料原料米栽培に投入される資材 サービスに係る間接エ

ネルギーを. I清水ら (2012) の Table38J に示す各イil!i

絡と本報 Table2 に示す 3EID の原単位を用いて~~I:L'，

した。 バイオ燃料原料米(初付き 水分 25%)は す

べての困場において 1，452kgll Oaの収穫が待られると仮

定した。米は.本シヲリオ内でエタノール原料として利

JrJされるため。化石エネルギ一代詩のエネルギ一生産と

シナリオ 5・実態では。ステージ①で生産 (発生) さ

れるバイオマスはないため，エネルギー消費は計 l'しな

し、。

計画では，休耕水凹で ~I:. gi'iされた 3ラ870tl1'f::(水分

25%) の籾付き玄米を，生産者がl出場から乾燥調製施設

(食用の既存施設を利用)まで輸送し乾燥嗣製する。

輸送に係る条件は，清水ら (2012) のシブリオ 5.計画

の収集-輸送・貯蔵ステージと同じである 。輸送用のダ

ンプトラックは食用米生産と共JlJと考え，初期ーH文入エネ

ルギーおよび廃棄エネルギ一 車両固定費・輸送人1<1:費

Table 30 シナリオ 5・計四ののノミイオマスの1.1広 (発λuステージにおけるエネルギー/十.jlfi

Encrgy co 

f判i'，;1'III データ名 t7~ ，'I'r~: i!i 井L

:1地(材、羽1:111 266.5ha) WHllli対象外

1'JJJUJ投入エネルギー (rvlJl年)
Jl!J:業機被告HI，Yi入 食JIJ米のものを平IJ)日するため nClIlra[

ii，f， m可 能tl:jが [可能 j な休 tJ1111
(59.870MJ/ha ~ 15 :11'.) x 231.94ha=925，750MJI il: 

(23 [.94ha)における附易な災地政1liU不 l

J先立佐機械勾 I~I臼E 食Jl:J米のものを利JTJするため nelllra[

I~I在来エネルギー ( MJI ;[，) r ì活JlJ可 tii~tlJがr liげはな休初1:11:1 (231.94ha) 

における簡易な波地捻備に係る除去E
tll' 1しなし、(本文参I!日)

(池峰エネルギー)作業及び輸送-移動に (327L1ha x 266.5ha)=87， 146L1:i1 

イふる燃やI(駁i[li)1:1:[ ~~ 87， [46Lf 11' x ('11王ilJ[40.4 7MJ/Ll =3ヲ526，799MJI:il 

(n'l j'fi:エネルギー )作業及び!M'~送・移動
(543L1ha x 266.5ha)=144，710Lf年

に係る燃料 (ガソリン )11]:永(ガソリン

54.3 Lf1 Oa) 
144，710Lf年 x(ガソサン 40.24MJILl=5，823，130MJIイド

(i白抜エネルギー)作業に係る燃料 I:L[;.j~ (4Lfha x 266.5ha)=1，066Lf {I二

(;n手¥'i!l[0.4L11 Oa) 1 ，066Lf "1. x (混合i[l[40.24MJ/U=42，896MJI ::[二

( [直後エネルギー)作業L係る'屯力r:Il来 (2.6kW/ha x 266.5ha)=693kWhl i[ 

(0.26kWh!l Oa) 693kWhl 11'. x (屯力 13.23MJlkWh)=9，168MJI年

93，280 r''j Iha (:flT(jIi 'tN) x 266.5ha=24，859午I-'JI fl: 

01司桜エネルギーHlH.lJII:I来 24，859千 FLJIイ[:x 0.0223MJI I'J (No.11観世)=

554，356MJI年

(間接エネルギー)メタン発両手消化液(化
266.5ha x 40t/ha x 233MJI消化iat=2，483，780MJ/ :il'. 

ランニングエネルギ-ii!i iN 
年肥料代終)[.1:[米

(MJI :il.) (11:]按エネルギー)ii'i:il)剤ー殺前方Ij等柴斉IJ
31‘780 I"J Iha x 266.5ha=8，469千I'JI il~ 

II :I~~ 
8，469 -{. I[J I :il. x 0.1054MJI I[J (No.132提条 )=

892，633MJI年

( 1日j抜エネルギー)その他の材料 (育箇)]J
35，900円Ihax 266.5ha=9，567千I[JIゴ1:.

t;:dJI主[:;J~ 
9，567千 F'JI年 x O.0406MJI 円 (No.70 羊j 機 質Jl~料 )=
389，420MJI年

(間抜エネルギー)バイオ燃料原料米栽培
81，780 I'J Iha(十地改良及ひ、水利賀+貨イ1¥'1"1&び制企)

(土地改良及び、水平IJrJi+賃借料1えび料金
x 266.5ha=21 ‘794千円/ゴ|;

I11 ::1~ ) 
21，794千円 I;f'. x 0.0455MJ/ P:J (No.21 農業サービス)=

991，627MJIイ1

(Ill)般エネルギー)ノfイオl味料以料米iJU:¥:
食!日米のものをヰIJ)けするため庁IJしない

(建物針 i当動ヰIJ!i 農機!けれI:i来)

(IHJ接エネルギー)バイオ燃料原料米栽:ri:'i
4，500 F' J Iha (生産官迎rJ()x 266.5ha=l， 199千円/年

(~IITlitì 主j!型iEl l ~と )
1，199千F'J I年 x0.OI42MJ/ITJ (No.337 '1吉郎サービス)=

17，026M.l1年

* 1 T.ú.l衛当たりの農地1f~1iiii に係るエネルギ一保lji 位は。北川巌氏(災問機構農村:1一学研究所民地基盤工ザ 研究領域)による(未公表)
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に山来するランニングエネルギー消費(間接エネルギー)

は計上せず.輸送Ff~燃料消費に伴う 車按エネルギーと燃

料以外の運行資由来の間接エネルギーをifj水ら (2012)

に基づき算出した。

次に。食!日米と共用のカントリーエレベータ (循環式

乾燥方式)で乾燥調製されると想定しエネルギーを算

出した。乾燥調製施設は食用米と共用のため，初期投入

エネルギーおよび廃棄エネルギーは計 tせず，逆転に係

る燃料・電力由来の直按エネルギーと管理費出来の間接

エネルギーを清水ら (2012) にきたづき算山した。乾燥調

製施設で発生するもみ殻は販売されるが.副産物である

ため化有エネルギーを代替するエネルギ-~1~_ ITri とはみな

さない。

さらに，乾燥調製済みの玄米の輸送条件 (清水ケ

2012) に基づき，輸送用車両の初期投入エネルギーおよ

び廃業一エネルギー. エド両i宣l定資に山米するランニン夕、エ

ネルギー消費(11別安エネルギー)は言|上せず，輸送用燃

料消費に伴う 直接エネルギーと。人イl賀および燃料以外

の逆行貸出来のIl¥j1妥エネルギーを計 上ーした。 以じより

錦lH'，したシナリオ 5・計画のステージ① におけるエネル

ギー消費を Table31に示す。lliJ接エネルギーの算11:'，に

J:iJいた 3ElD)京単位については守部門名を付記している

(Table 2 参n~ ) 。

(3) J ¥'イオマスの変換ステージ

バイオマスの変換ステージにおいては。エネルギー消

費に加え 変換により と七日比されたエネルギーや製JJLに1:11

来するエネルギー土産を1;~~~ l~Uする 。

シナリオ 5では本ステージ以降は計画のみ設定した。

地域内に建設された変換施設において 玄米からバイオ

エタノールを生成する。本ステージにおけるエネルギー

消費・エネルギ一生産の貸出条件は.清水ら (2012)に

詳述されている。

生成されるバイオエタノールは，純エタノール理論発

熱量 21.2MJ/Lをj円いてエネルギ- ~I:- i!ri を算出した。 発

酵副産物については飼料原料として販売すると仮定した

が.成分与のデータが入手できなかったため.通'ffi'の飼

料を代替すると仮定して販売予定価格 (10牙円It)か

ら 3ElDを用いてエネルギ一生産を算出した。以土より

算出したシナリオ 5・計画のステージ③ に係る初期投入

エネルギ一。廃棄エネルギー，ランニングエネルギー消

費およびエネルギ一生産を Table32に示す。 間接エネ

ルギーの算出にJ!Jいた 3ElD原単位については 部門名

を付 記 している (Table2参照)。

(4)生成物の輸送・貯蔵ステージおよび生成物の利用

ステージ

シナリオ 5.実態では，バイオマス1'1-1来の生成物はな

いため， 主tl!X:物の輸送・貯蔵ステージおよび生成物の利

JFJステージ、で、のエネルギー消費は計|しない。計画につ

いても.生成されたバイオエタノールの貯蔵やガソリン

混合。流通販売については，シナ'):オ作成に十分な主L!見

が得られなかった。 また.発酵高Ij産物の利用についても

ち足首I試験が進められている段階であり，今後の課題とし

たい。

b 算出結果

シブリオ 5における実態と計画のエネルギー消費お

Table 31 シサリオ 5 剣山lの②バイオマスの収集・輸送・!!'I'蹴ステージにおけるエネルギ-ij!i資

Energy consumption in① Biomass tranportation山 geof Plan Scenario 5 

算出項目 データ:f'， 第，'1'，結果

乾燥開製施設建設 食用米のものをキIJmするため，il上しない

初期投入エネルギー (MJIil:) 
初イサ き玄米;hÍ~ .ì2im 4tダン プ卜フ yク!!詩人 食用米のものをヰIJ)IJするため計上しない

乾JW:j¥.同製法み玄米*命送川 IOtダンプト
食)fJ米のものを利用するため引上しない

ラyク購入

乾燥調会V:ljj白設!充'íI~ 食用対とのものを干IJ)11するため計上しない

廃棄エネルギ (MJI年)
初付き玄米輸送JIJ4tタンプトフ yク!発禁 :i:tJlJ米のものを利j刊するため骨|上しない

乾燥間11j製済み玄米輸送!FJIOtダン プ ト
食!日米のものを利用するため青|上しない

ラ y ク Ig~ 'íI~

(芭J支エネルギー)籾付き玄米収集輸送の
主主5t行出7自11'26，600kml王|ニー (5.26km/L)=5，057L1ゴド

ための 4tダンプトラックの燃料 (fUill)

LI:I米
5ヲ057L1:"'. x (;H主illl40.4 7MJ/U =204ヲ657MJI"1 

(D'it'Ieエネルギー)乾燥捌製施設使用燃料
28，391 LI年x(灯;11138.95MJ/L)=I， 1 05，829MJ!年

(灯油)11:1来

ランニングエネルギー消資
(ftL1妥エネルギー)乾燥捌製施設使)lJfiL力

140，978kWh/1f x ('e弘力 13.23MJ!kWh)=1，865， 139MJ/:lf 

(MJlir) 
FI:I来

{1由岐エネルギー)玄米愉送のための IOt iヒ，t:1うsI:i高11.14司OOOkm!'17
_ c-(3.34km/U=4， 192L1'1 

ダンプ燃料の燃料 (経illl)11:1来 4， 192L1"1三x(峰i~ 1 40 .47MJ!L)=169，650MJI '1: 

(lflJ桜エネルギー)J:吃燥調製施設辺'j!i;rJl来
24，683千I'J( 'ì~ì'Jllm ) x 0.0455MJf円{No.21;~l業サーピ
ス)=1，123，077MJI '1:: 

(lIiJ接エネルギー)玄米輸送1'1業1:1:1来(，吃 1，740千円1"1:(人件y!i+燃料以外の逆行Y'ilx 0.OS28MJI 

燥訓1~~施設→変換施設) IIJ (No.312道路貨物輸送)=91，872MJI年
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Table 32 ンナ リオ 5 計l血iの@変換ステージにおけるエネルギ-?j!i狩およびエネルギ一生産

Energy conslImption and production in③ l3iomass conversion stage 01" Plan Scenario 5 

~~ru~項 11 データ 名 t~r Hl!~:f:{来:

f)J)iJJ投入エネルギー(MJI年) バイオエタ ノール変換施設建設
(1，600，000 T ITJ一15年)x 0.0428MJI円(No.289その他
の一仁木建段)=4，565，333MJI:rド

縦覧Eエオ、jレギー (MJIin 川イオエタノ ール変換施設!発禁 4，565，333MJI iドx0.05=228，267M.l1年

Uill.桜エネルギー)屯力由来 322，929kWhl年x(位)J13.23MJ/kWh)=4，272，35IMJI ir 

(砲扱エネルギー)スチームl主l来 12，626，000M.l1 ~:r. 

( !tlH妥エネルギー )壬 });(rl rll~t ステーシ、①で生産された玄米のため計 1:せず

ランニングエネルギー消費 3，668千 II:J1 iド x0.0378M.l1内(No.126医 薬品 )=
(MJI年) (11M桜エネルギー)副原料1:11来

141，952M.l1年

( 1m桜エネルギー)施設:i.lliil去作業1:1:1来(.，長
124ヲ000T I:rJ 1 il:: (点4会布IifIHN)+40.909千 円(人fli!i)1
x 0.1164MJ I 内 (No. 11 9 その他の有機化学 T '家主，I~ 1.ldl) 

検有Iì修 ~Ji +人1HJIより鈴1.1'，)
=7，555，408M.l1 'r 

ノ、ィオエタ ノール(750kLl:fj'.) 750，OOOL/ '1:. x 21.2MJ/L= 15，900，OOOMJI >1 

エネルギ-l'.lii'i(M.l1イド) 発勝目1)産物(=飼料とみなす)(98111年)1こ
9，810ごflTJ1ゴ1'.x 0.042MJI P J (N069飼料)=412，020M.l1年

よる化石エネルギ一代替

よびエネルギ 一生産の算IJ-'，結果を Table33にま とめた。

シナリオ 5では， 計画のステージ① と① におけるエネル

ギー消費が非常に大きい。ステージ① では、バイオエタ

ノール変換施設のランニ ングエネルギー消費に 占める 直

桜エネ ルギー (電力およ びスチ ーム 1-1-1来)が 57%を占

めており. これらのエネルギーの削減が技術 的課題であ

ると 言 える。 またステージ① では 機械等を食j日米生

産と共用する ことにより初期投入エネルギー・!発禁エネ

ルギ‘ーをす~~IjJ1していないにもかかわら -(.ランニングエ

ネルギー消費における直按エネルギー(ノTイオ燃料米栽

析の作業及び輸送 ・移動lこ係る燃料に由来) がステージ

① のエネ ルギー消費の約 60%をI:!:iめており守省エネル

ギー引の農業技術体系のjf;:嬰性が示唆された。

IV バイオマス利活用シナリオのライフサイクル

でのエネルギー収支の評価

エネルギー収支についての実態 ・計画の比較

科シヲリオのライフサイクル(全ステージ)のエネル

ギー消費と エネルギ一生産を算1'1'，したが;来(品j位は GJI

年 ) を Fig.1 にまとめた。 実態 (上区!) および計画 (下 I~!)

について.エネルギー消費 (初期投入エネルギー，廃棄

エネルギーお よびランニングエネルギー消費の合言1-)を

~:i ' /illi に，エネルギ-ll~_症を 1Jソ/illi に示している 。 この 1 i? 1 は ，

地域全体でのエネ ルギー収支の構造をJlI!fげするのに有JtJ

である。バイオマス利U!iJTJシステムのエネルギ、一 自主合本

を検討する|出バイオマス変燃によって生i&で、きるエネ

ルギー に士、lして句 ラン ニンクグ'エネルギ一消費が注|目jされ

ることが多しい、、。 オ本〈卒報|位iで

クルでのエネルギ一tれ消i向司型獄tのうち' ランニングエネルギー

消費が占める引l合が 8496以上であった。ただし白 neutral

の部分を記11をしていないことにa意を要する。

シナリオ lでは.が]500到の乳LI二ふん尿 (25tl1] ，呑

II'X.市内三|二ふん尿利JFJ司能Ej.の 2696)を対象とし。実態

ではtlt肥を 1 計画ではメタン発酔とコ ジェネレーシ ョン

により電気 熱-消化液 を~J::. }JX:した 。 システム全体で、の

エネルギー収支は 実態のケース 1(3戸の酪農家が他|

別でJfkJJ巴化) でマイナス 13，017GJI年. ケース 2(1 jオ

の陥j見返〈が{凶別でljÍi JJ~化)でマイナス 1 2.878GJI 年となっ

た。一方 計画では ケース I(3戸の自作農家が共同で

メタン発酵)でマイナス 8.1 89GJ/年 ケース 2 (1戸の

5KJ貨一家が個別でメタン発酵)でマイナス 7，824GJ/年に

なり エネルギー収支の観点では 37~ 39%改 ?与された

ことになる。計画では。 ステージ③ で生成されるがj化泌

111来のエネルギ一生産 (代務可能な化石エネルギー)が.

実態のJliUJ巴由来のエネルギ一生産に比べて大きくな って

Tablc 33 シナリオ 5における実態とけ|阿のエネルギー消費とエネルギ一生産

Encrgy consllll1plion and prodllclion in Prcscnl and Plan of Sccnario 5 

①バイオマス
②収集・輸送・ ①ハイオマス (j)~U戊物の iji白 ①とJ:.J州知の和l

の1'_注(発
貯蔵 変換 送.!!-;'ii込 m 再|

生)

ヲ~也i4E 、
jドj~!i l‘025 。 。 。 。 1，025 

体羽!旧の維持
~L llr; -------戸--戸---- ---------1---------

。。
台F町¥. 

ノ〈イオ燃料 }Jl(rl ii!j l!i 15，657 4，560 29，389 。 O 49，606 
対ミヰ主)，"，:とノfイオ

どーてこ--------1 ど------し----------エタノ ール生成 '-I:.ili'i 16.312 16.312 
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計画モデル

-①バイオマスの生産(発生) ・②収集・輸送・貯蔵 ・@I¥イオマス変換 ・@生成物の輸送・貯蔵 ・⑤生成物の利用

100.0α 80，000 60.000 40.000 20.000 実態 20，000 40，000 60.000 80，000 100，000 

シナリオ1(ケース1)

シナリオ1(ケース2)

エネルギー生産(GJ/年)

シナリオz

シナリオ3

シナリオ4

シナリオ5

-①バイオマスの生産(発生) ・②収集・輸送・貯蔵 ・①'J"¥イオマス変換 .@!主成物の繍送・貯蔵 ・⑤生成物の利用

100.000 801田 0 60.000 40.000 20.000 計画 20.000 40，000 60.000 80，000 100，000 

シナリオ1(ケース1)

シナリオ1(ケース2)

シナリオz

シナリオヨ

シナリオ4

シナリオ5

Fig.l 5 シナ リオにおける笑態・ 前回IIのライフサイク ルでのエネルギ -iì~í Hおよ びエネルギ - I. I :H

しifecyclc-basiscncrgy cons1l1llption and prodllction in P，'escnt and Plan of 5 sccnarios 

いる。また Fig.lか ら は ステージ① におけるエネルギー

消費が‘ 実態に比べて計画でソj、さくなっていることが読

み取れる。本報の条1!1下では.ステージ①のエネルギー

消費 (投入される肥料成分に恭づいて針山しているため

実態 ・計画とも 同じである) を除 くと。 計画のステージ

① .①@で消費されるエネルギーは。ス テー ジ① で生

産されるエネルギーよりも小さく 計画は妥当であると

言える。

シナリオ 2では.匂)J本170~ 180頭規模の養)J不一貫経

営 10FIより発生する)j家ふん尿掛水(I徐ふんなしで 266t/

H 香取rli"内)j本ふん尿利用可能量の 20%) を対象とし.

実態では汚水処理を 計画ではメタン発酵とコジェネ

レーション を行った。実態ではエネルギ一生産はなく .

豚ふん尿排水の適切な処理と化学肥料をfJ:Jいた農産物栽

培のために 85，821GJ/年が費や される結果と なった。計

画では.ステージ@ でのエネルギー消費が発生する一方

でステージ① でのエネルギー消訟は実態に比べて小さ

くなり また， 電力。 熱‘消化液由来のエネ ルギーが

さI~. 産された。 計画におけるエネルギー収支はマイナス

41，856GJ/年であるが 実態と比べると 5096以上の改訟

となっている。計画のステージ@ における消化液の輸送・

散布体系は本報て、汗Hilli対象と した千葉県香lrKr11の道路

事情や倒壊i条件に基づいて設定 しており 輸送・散ギ'jJ"!rI
!，dijの大型化やがi化i夜の中継1fT留械の設置など より効平

的な輸送 -1i女布体系をWi築することにより エネルギー

消貨を削減で、き る可能性がある。

シナリ オ 3では ~Iてごみ。生活排水処理汚 ìJt. 食，W， 1J[[

工残さの混合物 10t/日を対象とした。実態では焼却処

理 を 計画ではメタン発酵 ・コジェネ レー ションを行っ

た。実態ではエネJレギ一生産はなぐ焼却処理(ステー

ジ③) と化学肥料 を用いた農作物栽培 (ステー ジ⑤) の

ためのエネルギー消費は令わせて 9，209GJ/iTとなった。

計画では ステージ④で消化液の輸送-散布のためにエ

ネルギーが消費されたものの，メタン発醇・ コジェネ
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レーション(ステージ①)でのエネルギー消費は小さく，

また生成物に基づくエネルギ一生産はエネルギー消費を

上回った。シナリオ 3の計画におけるエネルギ一生産は

“neutral とみなした部分を対象外とすれば，ステージ

①~①のエネルギー消費の合計よりも大きくなり，本'~R

で設定した計画は エネルギー収支の観点から安当であ

ると言える。

シナリオ 4では句規格外甘しょ (1ち500tl年、発生量

の 17%) と地域内発生分食品加工残さ (3ヲ917tl年)に

加え 地域外発生分の食JIli加工残さ (3，283tl年)を対象

とした。地域外発生分の食品力[]工残さを対象としたのは

規格外甘 しょの飼料化の副原料が地域内だけではまかな

えなかったためである。実態では.規格外IJしょは利用

されず‘食品力n.I残さはJYUIJ処理される。計画では.こ

れらをあわせた 30tl円 (300EI 1年稼働)か ら 19.2tl日

の飼料を生成した。実態における食品川!工残さの適切な

処理(ステージ①の焼却処JJIDに係るエネルギー消費!は

8‘170GJI年であるのに対し計画では 地域外発生分の

食品力11工残さの輸送に係る追加|エネルギー消費も含めた

シナリオ全体でのエネルギー消費は 8ヲ554GJIイトと増1m

した。 しかし. ①バイオマスの変換ステージでは，化石

エネルギーを代品、するf!可料が生成され‘"問utral とみな

した部分を評価li対象外とすれば.エネルギ一生産はシブ

リオ全イ本でのエネルギー消費をJ'.liIIる結果となった。そ

のため.計画の①収集・輸送-貯蔵ステージで飼料原料

確保のために新たに消費されるエネルギー CT!T外発生分

の食，'，，'，!JIIT践さに係る保冷装置や輸送距離の延長。規格

外 1:1'しょの収集輸送に由来)を加味しても.本械で設定

した計画は.エネルギー収支の観点から妥当であると言

える。

シナリオ 5では句 資源作物 (ノ可イオ燃料}j)l:i"1米)の

生産とこれを原料としたバイオエタノール主ト 成を扱っ

た。実態では守イホ刻 l王1266.5ha (香取m内の遊休水仔|の

約 70%)は維持活現行二業のみを行い何も栽培しなし、。

計画では、 1，，1じ休お|田て、バイオ燃料原料米を栽椛し、バ

イオエタノールを生成する。実態では休耕回の維持に係

るエネルギー消費のみであるため.エネルギー消費は

l ‘025G.l1年と小さい。一方.計画では守ステージ①にお

け る休刺 l土l での簡易な~l'il場控 1i1ii および、バイオ燃料米栽

培 ステージ② における原料籾・ 玄米輸送や乾燥調製

ステージ①におけるエタノール生成に係るエネルギー消

裂が大きく.シナリオ全体で 49，606GJ/年のエネルギ-

~Þí置となった。 それに対し.ステージ①で生産されるバ

イオエタノールおよび飼料原料が代幣可能なエネルギー

は 16，312GJ/年であり守エネルギー収支は大きくマイナ

スと なった。バイオエタノール生成においては とくに

熱の消費の小さい変換技術の開発 導入.あるいは熱を

1~!~ *f:~できる↑也のシナリオ(たとえばシナリオ1. 3)と

の組み合わせにより.エネルギ←収支の改普を|豆|る必要

があることが示唆された。ただし守シナリオ 5について

は，エタノール生成やそれに伴う原料のiiii処J.ffiに係る技

術 変換工程の規模について-1分な知見が得られず‘ま

たF エタノール発酵残さの飼料原料としてのエネルギ一

代替可能性についても過大に評{i回している可能性がある

ため 今後さらなる情報収集と検討が必要である。

以上のように シナリオ1. 2， 3， 4では.実態に比

べて計画ではエネルギー収支が改耗される結果となっ

た。シナリオ 5では 計画で、のエネルギー消費がエネル

ギ一生産の約 3併となりサエネルギー収支の観点のみで

判断すれば望ましくない結果と言える。

本平日では。 5士、!のシナリオを他l別に評価した。各シナ

リオーの対象となるバイオマスのflll~J~iや量が異なるため句

シナリオ間の比較には注意が必要である。また句シナリ

オ 1，2， 3でι/::i:Eされた電力・熱等のシナリオ問での融

通なと¥ 複数のシナリオの組み合わせにより.地域内の

エネルギー収支が改干与される可能性もある。これらの課

題については.改めてy)1j卒11で検討することとしたい。

2 エネルギー収支の評価における課題

ここでは，本!il-i，に示 した許価方法の課題を整理し。 Th

IIIH;J担当者45ーが許ill1i方法をmいる際の留意点を述べる。

本字11では.バイオマス利活JlJシステムの実態と計画を

シナリオとしてイ午成・ 表現し実態と計画が変わらない

部分については μneutral と考えて，そのfil¥分のエネル

キ、ーを算出していない。また.既存の産業や施設を利用

するため 「評価li対象外のため算出しなしづあるいは 「計

上 しない」とした部分もある。たとえば守 シナリオ lの

①パイオマスの生産 (仔3発E但E生七り) ステ一ジにおいて問附存j炭史箆.ii経1霊壬i

内で調達される Eヰ中~，型 ダンプや'シナリオ 5 の①収集 愉

j送差.貯蔵ステージで利用する乾燥間製施設などであるo

rli I町村等での実務においては。公.lIーなM'1illiとなるよう

シナリオ設計時に実態と計画のシナリオをよく比較し

て neutral あるいは iHf1illi対象外のため算出しない」

としてよいかどうかをは極めることが必要である。

~i干侃li例として示 した 5 対のシナリオのうち‘ メタン守主

酵技術を}'I'Jいたシナリオでは。異なる原料 ':m棋を取り

tげた。メタン発昨施設の規模の大ノj斗こ14':う建設費の差

異は.スケールファクターを}l]いて算出した(環境省大

I::~I主房廃棄物-リサイクル対策部廃棄物対策課 2006) 

が，他の地域における訊'価においては。技術の組み合わ

せ(破昨や回i夜分l切などの前処理工杭等)や変換規模

等のスケールメリット /デメリットを考慮する必要があ

る。

エネルギーの算出方法については.以下のような課題

が残る。まず¥本報では守変換施設(建設二l木)に係る

施設の初期投入エネルギーは，建設費を使用年数で剖っ

た減価償却費に 3EIDの 「その他の土木建設」部門討すの

原単位を乗じて初期投入エネルギーを求めた。可能な範

|剖で施設建設を建設土木および殻備機器に分け 設備機

掃については可能な限り伯!別に該当部門の版単位を片札、
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てエネルギーを算出した。 しかし。施設は様々な構造物

から構成されており また設備機器についてもさらなる

細分化が必要であると考えられる。本来は，その iつ l

つについてインベントリを作成することが望ましい。バ

イオマス変換技術の内容や組み合わせにより設備機器も

異なってくるが 本報ではこれらに基づく初期投入エ

ネルギーの差異は，建設費のみによって表現している。

建築物の種類別のインベン卜リデータは. FI本建築学

会 (2006)等.囲内でもデータが整備されている。 しか

し.バイオマス変換施設のような特殊な設備機綜につい

ては，新たなインベントリデータの構築・蓄積が必要で、

ある。また.廃棄エネルギーについては‘初期投入エネ

ルギーの 5%(建設土木)および396(設俄機器) とし

て算l:Uした。廃棄といっても i 木材 コンクリート，金

属などリユースやリサイクルされるものもあり‘ どの段

階までを評価対象に含めるかを決定してインベントリを

作成する必要があるが，本報では.市町村等が新たにハ

イオマス利活用施設を建設することを前提としているた

め，バイオマスの利活用施設の建設については 建設コ

ストと同校に廃棄コストも)fl立しておく必要があるとい

う観点に基づき.廃棄に係る金傾に相当するエネルギー

と考えた。数値の妥当性の検証については今後の課題と

したい。

例々のシナリオでJl-Iいたデータのうち守 シナリオ 4の

計画 シナリオ 5の計画におけるバイオマス変換ステー

ジ (規格外1:1'しょ・食品加工銭さの飼料化.玄米からの

バイオエタノール生ー成)については一貫したデータが得

られなかった。既存の文献や制査当サ、ら必要な数値を拾

い11'1L.計画したシナリオに当てはまるよう按分してJl'1

いているため。これらの数1iHの使用には注意が必要であ

る。

また本報では.輸送や施設逆転に伴う燃料・電力等

の直接的な化石エネルギー消費I( (直按エネルギー)に加

えて.原材料・副資材や活動.サービス等に由来するエ

ネルギー消費として問按エネルギーを. 3ElDをmいて

算出した。JJ;"(単位iこ釆じる旬Ij格データは.本来一貫して

生産者価格とすべきところであるが.生産者価格と購入

者価格が混在している点が課題である。また. J泉単位は

最も近いと思われる部門のものをJl'1いたが，評価者に

よって呉なるJeJf!foもあると思われる。とくに新たな労力

の投入に対して言|上した人件費に基づ、いた施設管Jln運営

や.輸送に伴う間接エネルギーの算出についてはヲ人件

費には社会保険や税等を含むかどうかなど 詳細な検討

が必要である。

このような課題はあるが，本幸liで、は評価の簡便性を重

視した。エネルギー消費としてどのような項目を挙げれ

ばよいか，またそれらの項目からどのような考え方に基

づいてエネルギーを算出すればよいか を示すことがで

きたと考えている。

V 結言

本報では，市111]村等の「地域」を対象範|社!としたライ

フサイクルでのバイオマス利前期システムについて，エ

ネルギー収支，すなわち化石エネルギーの消費とバイオ

マス変換によるエネルギ- ~I: 産のバランスを実態と計画

で比較評価するための枠組みを示し，千葉県香取711を事

例として具体的な評価方法を著した。

員一|づiUiに当たっては，まず.対象地域のバイオマス賦存

量や現状での利用状況から 利i古川の計画対象となるバ

イオマスを決定した。次に 対象バイオマスの生産(発

生)から生成物の利JHまでを 5つのステージに分け 各

ステージの物質の移動や活動の流れを表す実態シナリオ

と計画シナリオを作成した。地域内のバイオマス利活m
のライフサイクルは， 5つのステージで構成されるとと

もに，各ステージ内でも建設・製造。運営，廃棄の 3段

|惜のライフサイクルが設定されている。これらのライフ

サイクルを考倍、した上で 実態と計画のシナリオ設定に

沿って。各ステージでのエネルギー消費およびエネル

ギ一生産を算出し 実態と計画のエネルギー収支を比較

~'Hillj した 。 事例地域では. 5弁lの実態と計画のシナリオ

を1'1成した。各シナリオで対象としたバイオマスは 乳

牛ふん以 (シナリオ 1). J]不ふんJ7i<.:m水(シナリオ 2)

生ごみ・生活脱水処現汚iJ日食l'II'aJII工残さ(シナリオ 3). 

規格外一|二|しょと食品川にn主さ(シナリオ 4).イオー ~J I IJ:Iで

絞士音されるバイオ燃料IJj(;+'A・米 (シナリオ 5)である。各

シナリオの実態は.苓i例地域の;呪;]:kを反映したシナリオ

設定とし計画は.シナリオ1. 2， 3ではメタン発酵と

コジェネレーションによる電熱生産および消化液の農地

利!'I:I. シナリオ 4では養J]制1:1の飼料生成，シナリオ 5で

は玄米をJJJi:llとしたバイオエタノール生成を設定した。

許制liの結果.牛ふん尿のメタン発僻(シナリオ 1.計

画)， JJ家ふん以排水のメタン発酵(シナリオ 2・計画)• 

生ごみ・生活JjoJ(処理汚;JE， .食品加工残さのメタン発醇

(シナリオ 3.計画).規格外1=1・しょ-食品加工残さの飼

料化 (シナリオ 4・計画)では，実態 (シブリオ lでは

堆肥化シナリオ 2では汚水処理，シナリオ 3では焼却

シナリオ 4では鋤込みと焼却)に比べてエネルギー収支

が改善された。

本報では守エネルギー収支の評価において，ランニン

グエネルギー消費だけでなく初期投入や廃棄に係るエネ

ルギーも評価に含めた。既述したように.評価方法につ

いては精度や公平性における課題を残している。しかし.

1也j或(市町村)の仁1./でバイオマス利活用のライフサイク

ルを:t~jL~ し エネルギーを指t京としてこのライフサイク

ルを追うことにより.エネルギーの需要と供給，また，

地域内のエネルギ一自給率をも評価することができる。

ライフサイクルでのエネルギー収支の評価は。提案さ

れるパイオマス利活用システム導入の可否条件を判断す

る上で重要であり また，エネ Jレギ一利用と密接に関わ
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る it1，室効果ガス排 I:~I量の許イilli にも応JlJ可能である 。
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Lifecycle-basis Evaluation of Energy Balance 
on the Biomass Utilization System 

SHIMIZU Natsuki, YUYAMA Yoshito, NAKAMURA Masato and YAMAOKA Masaru 

Summary 

Biomass utilization system is consisted of 5 process stages of I) production or generation of feedstock biomass, 2) 

collection, transportation and storage of feedstock biomass, 3) conversion of the feedstock biomass to demand-oriented 

energy and material (products), 4) storage, transportation of the products and 5) use of the products. Each of them has 

3 time stages of I) initial installation/construction, 2) running (operation) and 3) disposal. This paper tried to show 

the methodology of calculating lifecycle energy balance between energy comsumption and production of designed 

biomass utilization system to contribute to the Municipal Biomass Utilization Promotion Plan under the Master Plan 

for the Promotion of Biomass Utilization. Energy consumption consisted of direct fossil energy and indirect energy. 

Indirect energy is fossil energy consumption to produce material and supplementary material or to provide services, 

culculated by price and the Embodied Energy and Emission Intensity Data for Japan Using Input-Output Tables. 

To show the concrete procedures of evaluation, Katori city of Chiba prefecture was chosen as a representative of 

suburban agricultural and livestock industrial area. Five scenarios of biomass utilization system were designed that 

represent both present condition and planed condition. Each process stage is considered from both needed hardware 

and human activities. Biomass utilization in scenarios are composed methane fermentation, composting, animal feed

ing and so on. 

The evaluation results clarified the structure of energy comsumption and production for designed biomass utiliza

tion scenarios and will provide ideas to choose suitable biomass utilization plan in terms of energy profitability. The 

lifecycle-basis evaluation is important to ensure the sustainability of biomass utilization system. The person in charge 

of preparing the Municipal Biomass Utilization Promotion Plan can apply this methodology for their own plans. 

Keywords: biomass utilization, lifecycle, fossil energy comsumption, methane fermentation digested slurry, alternative 

chemical fertilizer 
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