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研究成果 466「農林水産バイオリサイクル研究 －施設・システム化チーム－」訂正表 

本冊子の掲載内容に一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。 

訂正箇所：「研究の要約」－「Ⅷ 研究発表」の２及び３ 

Ⅷ 研究発表 

２ バイオマスの地域循環利用システム化技術

の開発 
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2)合崎英男 2004a．堆肥化施設設計マニュアルにおける

堆肥利用農家の意向把握手法の検討．第 55 回農業
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ステム化サブチーム」．55-66． 

17)Inoue, T. et.al. 2003. Cadmium content of fertilizers

in Japan and the estimation of the cadmium load on 

farm through the fertilizer application. Proceedings of 
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18)J. Chen and Kobayashi, H. 2004a. A Study on

Material Flow/Stock Change in Agricultural Villages 

through Alteration of Farming System in Jiangsu 
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Nitrogen Conference.  

19)J. Chen and Kobayashi, H. 2004b. An Effect of
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International Conference on ECO Balance.  
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25)小林 久 2003d．有機性資源循環の LCA における
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用」（その７）．農業土木学会誌．73(12):59-64． 

31)小林 久・柚山義人 2006a．LCA 手法を適用したバイ
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の解析に向けた検討）．農村計画学会論文集．
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49)Mishima, S., Kimura, R. and Inoue, T. 2004a.

Estimation of cadmium load on Japanese farmland 
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ス資源の適正施用量の検討．日本土壌肥料学会福

岡大会講演要旨集．50:164． 

61)中川陽子・凌 祥之 2005a．DNDC モデルを用いた

カバークロップによる硝酸態窒素溶脱量削減効果の

検討．平成 17 年度農業土木学会大会講演会講演要

旨集．278-279． 

62)中川陽子・凌 祥之 2005b．島尻マージ土壌からの

硝酸態窒素溶脱量とその予測．平成 17 年度日本土

壌肥料学会大会講演要旨集．51:167． 

63)中川陽子・凌 祥之 2006a．DNDC モデルの硝酸態

窒素溶脱量予測における適合性の検討とモデルシュ

ミ レ ー シ ョ ン の 応 用 ． 農 業 工 学 研 究 所 技 報 ．

204:221-232． 

64)中川陽子・凌 祥之・柚山義人・藤川智紀 2006b．

DNDC モデルによるデータ作成例．農林水産バイオ

リサイクル研究「システム化サブチーム」編、「バイオマ

ス利活用システムの設計と評価」．36-39． 

65)中村真人・柚山義人 2005a．各種バイオマス成分の

デ ー タ ベ ー ス 整 備 ． 農 業 工 学 研 究 所 技 報 ．

203:57-80． 



66)中村真人・柚山義人 2005b．各種バイオマスの全炭

素含有率の推定法．農業土木学会資源循環研究部

会論文集．1:1-8． 

67)中村真人・柚山義人 2006a．バイオマス成分データ

ベース．農林水産バイオリサイクル研究「システム化

サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と

評価」．238-252． 

68)農林水産バイオリサイクル研究「システム化サブチー

ム」2006a．「バイオマス資源循環利用診断モデル」利

用マニュアル Ver.2． 

69)織田健次郎・松本成夫・袴田共之・柚山義人 2005．

わが国の食飼料システムにおける窒素循環のモデル

化と評価．日本土壌肥料学会講演要旨集第 51

集.17． 

70)織田健次郎・松本成夫 2006．国レベルの窒素循環

モデル．農林水産バイオリサイクル研究「システム化

サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と

評価」．219-235． 

71)荻野暁史・池口厚男2006．畜産系バイオマスの取り

扱い．農林水産バイオリサイクル研究「システム化サ

ブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と評価

」．40-42． 

72)大串和紀・姫野靖彦・柚山義人・中野芳輔 2006．白

石平野クリーク水質変化要因の解析．農業土木学会

論文集．244:187-195．  

73)ロイ・ポリトッシュ・岡留博司・中村宣貴・椎名武夫

2005．品質を考慮した生鮮トマト流通のライフサイク

ルアセスメント．農業環境工学関連７学会 2005 年合

同大会講演要旨集．580． 

74)椎名武夫 2005．農産物輸送における環境対策－モ

ーダルシフトの意義と課題－．農産物流通技術年報．

流通システム研究センター．67-74． 

75)椎名武夫・宮竹史仁・田坂行男 2006．食品系バイオ

マスの取り扱い．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム化サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの

設計と評価」．50-54． 

76)島 武男・小川茂男・吉迫宏 2004．バイオマス資源

循環システムの空間分布解析．シンポジウム「地域の

バイオマス利活用推進に向けたチャレンジ」．77-87． 

77)島 武男・小川茂男・吉迫宏 2005．バイオマス利用

のための再資源化施設の配置評価手法．平成 17 年

度農業土木学会大会講演要旨集．488-489． 

78)島 武男・小川茂男 2006a．GIS を利用した空間特性

評価．農林水産バイオリサイクル研究「システム化サ

ブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と評

価」．113-120． 

79)島 武男・小川茂男・吉迫宏 2006b．バイオマス資

源利用のシステム設計のための堆肥化施設の配置と

輸送に関する経済評価．平成 18 年度システム農学

会春季大会講演要旨集．85-86． 

80)島田和宏 2004a．LCA による家畜ふん尿の循環利用

システムの評価．農林交流センターセミナー「バイオマ

スの利活用をいかに評価するか」．つくば．52-56． 

81)島田和宏 2004b．畜産におけるライフサイクルアセス

メント．環境保全型農業事典．丸善．870-871． 

82)島田和宏 2004c．：ライフサイクルアセスメント手法等

を用いた畜産環境影響評価．第 22 回土・水研究会講

演要旨．49-56． 

83)Shimada, K., Ogino, A. and K. Kaku. 2004d.

Development of a Ration Formulation Program 

Considering Nitrogen Excretion for Beef Cattle. Proc. 

11th AAAP. II:264-266. 

84)島田和宏・池口厚男 2006．中小家畜生産における

バイオマス量推計アプリケーション．農林水産バイオ

リサイクル研究「システム化サブチーム」編、「バイオマ

ス利活用システムの設計と評価」．204-207． 

85)清水夏樹 2004．バイオマスの利活用をいかに評価す

るか－総括－．農林交流センターセミナー「バイオマ

スの利活用をいかに評価するか」．つくば．83-88. 

86)清水夏樹 2006．バイオマス利活用を促進するための

組織の連携．農林水産バイオリサイクル研究「システ

ム化サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの

設計と評価」．135-143． 

87)Shinogi, Y. and Nakagawa, Y. 2003. Preliminary

study on multifunctional role of upland fields. ICID 

Asian Regional Workshop. 2:814-823. 

88)白波瀬京子・小林 久・財津吉寿 2005．地域農業活

動にともなう窒素フローの空間把握．農業土木学会

資源循環研究部会論文集．1:81-94． 

89)菅原幸治 2006．バイオマス利活用推進のための情

報共有システム．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム化サブチーム」編、「バイオマス利活用システム

の設計と評価」．57-62． 

90)高野 勉 2005．バイオマスの地域循環利用における

木質バイオマス資源の位置づけ．山林．11:27-34． 

91)高野 勉 2006．木質系バイオマスの取り扱い．農林



水産バイオリサイクル研究「システム化サブチーム」編、

「バイオマス利活用システムの設計と評価」．43-49． 

92)高野 勉2007．工場残廃材の発生および利用状況

と今後の排出予測．木材の科学と利用技術 IX 第5

分冊（木材学会編）．15-32. 

93)戸嶋 龍・姫野靖彦・柚山義人 2005．都城盆地地域

におけるバイオマス資源循環利用の診断．平成 17 年

度農業土木学会大会講演要旨集．480-481． 

94)柚山義人・中村真人 2003a．バイオマスの地域循環

利用システム化技術の開発に向けて．ARIC 情報．

70:11-15． 

95)柚山義人 2003b．バイオマス資源循環利用システム

診断手法の開発を目指して．平成 15 年度農業土木

学会講演要旨集．90-91． 

96)Yuyama Y., Nakamura M., Hata K. and Hirayama M.

2003c. Material Balance in Mode/Paddy Fields with 

Irrigation from Eutrophied Lake. 第３回日韓共同研

究セミナー「自然浄化機能を活用した農畑水の水質

改善」．12-25． 

97)柚山義人 2004a．バイオマス資源循環利用診断モデ

ルの開発戦略．農業土木学会誌．72(12):25-28． 

98)柚山義人・竹内睦雄・宮本幸一 2004b．有機物循環

に係わる地域診断研究から見えてくる「いのちと共

生」の大切さ．平成 16 年度農業土木学会大会講演

要旨集．6-7． 

99)柚山義人・中村真人・凌 祥之・島田和宏・神山和

則・寳示戸雅之・菅原幸治・高野 勉・椎名武夫・織

田健次郎・松本成夫・田坂行男・島田眞司 2004c．バ

イオマス資源循環利用診断モデルの開発．シンポジ

ウム「地域のバイオマス利活用推進に向けたチャレン

ジ」．東京．35-53． 

100)柚山義人・中村真人 2004d．畜産糞尿の堆肥化が

地域の水環境に及ぼす影響の解析．応用水文．

17:26-35． 

101)柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹 2004e．有機

性 資 源 の 利 活 用 推 進 方 策 ． 農 業 土 木 学 会 誌 ．

72(8):13-18． 

102)柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹 2004f．有機

性資源利活用推進策の評価指標．平成 16 年度農業

土木学会大会講演要旨集．946-947． 

103)柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹 2004g．バイ

オマス資源の利活用推進について．農林交流センタ

ーセミナー「バイオマスの利活用をいかに評価するか」．

つくば．1-22． 

104)柚山義人 2005a．農村地域の有機物循環．平成 17

年度行政技術研修（係長研修 A）テキスト．108． 

105)柚山義人・中村真人・島田眞司・土井和之・姫野靖

彦 2005b．バイオマス資源循環利用診断モデルの活

用法．平成 17 年度農業土木学会大会講演要旨集．

482-483． 

106)柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹 2005c．輸送

問題からみたバイオマス利活用．農業土木学会誌．

73(12):29-34． 

107)柚山義人 2005d．農畜産業系バイオマスの利用と

課題．季報エネルギー総合工学．28(3):69-78． 

108)柚山義人 2005e．バイオマス利活用のための地域

診断．講座「バイオマス利活用」（その１）．農業土木

学会誌．73(6):37-42． 

109)柚山義人・中村真人・生村隆司 2006a．有機性資

源の利活用と水質環境保全．農業土木学会誌．

74(2):21-26． 

110)柚山義人 2006b．モデル開発のコンセプトと基本構

造．農林水産バイオリサイクル研究「システム化サブ

チーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と評

価」．8-13． 

111)柚山義人・堀畑正純 2006c．モデル作成の手順と

必要なデータ．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム化サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの

設計と評価」．14-19． 

112)柚山義人 2006d．モデル活用のイメージ．農林水産

バイオリサイクル研究「システム化サブチーム」編、

「バイオマス利活用システムの設計と評価」．19． 

113)柚山義人・堀畑正純 2006e．解析ソフトの概要．農

林水産バイオリサイクル研究「システム化サブチーム」

編、「バイオマス利活用システムの設計と評価」．

20-26． 

114)柚山義人 2006f．農地における物質動態．農林水

産バイオリサイクル研究「システム化サブチーム」編、

「バイオマス利活用システムの設計と評価」．30-31． 

115)柚山義人・凌 祥之・中川陽子・藤川智紀 2006g．

モデル化の方法と用いるデータ．農林水産バイオリサ

イクル研究「システム化サブチーム」編、「バイオマス

利活用システムの設計と評価」．31-36． 

116)柚山義人・中村真人 2006h．その他の要素の取り扱

い．農林水産バイオリサイクル研究「システム化サブ

チーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と評



価」．55-56． 

117)柚山義人・生村隆司・小原章彦・中村真人 2006i．

バイオマス変換施設の性能・コスト評価．農林水産バ

イオリサイクル研究「システム化サブチーム」編、「バイ

オマス利活用システムの設計と評価」．65-88． 

118)Yuyama, Y., Abe, K., Sakoda, A., Kojima, K. and 

Doi, K. 2006j. Biomass Utilization for Circulative 

Farming and Conservation of Environment. Proc. of 

Workshop on Sustainable Agriculture and Rural 

Development, Bangkok. 15:53-71. 

119)柚山義人 2006k．循環共生型地域社会づくりを目

指して．酪農学園大学共同研究「江別市の循環共生

地域社会構想の策定」公開講演会発表会資料．29． 

120)柚山義人・清水夏樹・高橋順二 2006l．バイオマス

利活用システムの設計と評価～農林水産バイオリサ

イクル研究「システム化サブチーム」の成果より～．農

業工学研究所農地整備部研究会．14． 

121)柚山義人 2006m．バイオマス利活用システムの構

想づくり．農林水産バイオリサイクル研究「システム化

サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設計と

評価」．90-92． 

122)柚山義人2006n.物質循環からみた地域診断．農林

水産バイオリサイクル研究「システム化サブチーム」編、

「バイオマス利活用システムの設計と評価」．92-93． 

123)柚山義人・小林久 2006o．バイオマス利活用の評価

の考え方．農林水産バイオリサイクル研究「システム

化サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設

計と評価」．93-97． 

124)柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹 2006p．輸

送からみたバイオマス利活用．農林水産バイオリサイ

クル研究「システム化サブチーム」編、「バイオマス利

活用システムの設計と評価」．107-112． 

125)柚山義人・中村真人・生村隆司 2006q．バイオマス

利活用が水質環境へおよぼす影響．農林水産バイ

オリサイクル研究「システム化サブチーム」編、「バイオ

マス利活用システムの設計と評価」．128-134． 

126)柚山義人 2006r．バイオマスの利活用．平凡社デジ

タル百科事典．  

127)柚山義人 2006s．農林水産系バイオマスの利活用．

資源循環戦略ワークショップ．（独）国立環境研究所・

廃棄物研究財団．東京（都道府県会館）．20． 

128）柚山義人 2006t．農村地域におけるバイオマス利

活用システム．行政技術研修（係長研修 A）テキスト．

9. 

129)柚山義人 2006u．情報の収集と整理の方法．平成

18 年度バイオマス・ニッポン総合戦略高度化推進事

業（人材育成事業）テキスト．33． 

130)柚山義人 2006v．バイオマス利活用システム計画手

法の開発と地域実証研究．総合科学技術会議科学

技術連携施策群バイマス利活用連携群「バイオマス

利活用に向けた我が国の取組－各省は今」平成 17

年対象施策成果報告会要旨集．東京．45-50． 

131)柚山義人 2006w．地域を動かすバイオマス利活用．

平成 18 年度農業土木学会中国四国支部第 35 回支

部研修会テキスト．25-66． 

132)柚山義人 2006x．バイオマス利活用システムの計画

手法と実証試験．第 17 回廃棄物学会研究発表会小

集会（バイオマス系廃棄物研究部会）．北九州市．

15-32． 

133)柚山義人 2006y．おらがバイオマスタウンの創造に

向けて．九州バイオマスタウンシンポジウム．北九州

市．40-45． 

134)柚山義人 2006z-a．地域活性化のためのバイオマ

ス利活用モデルの構築．バイオ燃料研究推進連絡

協議会及び農研機構バイオマス研究センターの設立

式並びに研究情報交換会資料．つくば．20． 

135)柚山義人 2006z-b．バイオマスタウンのデザイン．

農研機構バイオマス研究連絡会（提出資料）．10．  

136)柚山義人 2007a．アグリ・バイオマスタウンの構築に

向けて．平成 18 年度関東東海北陸農業試験研究推

進会議（作業技術部会）． 

137)柚山義人 2007b．地域バイオマス資源循環システム

の構築と必要な技術開発．平成 18 年度関東東海北

陸農業試験研究推進会議（関東東海・土壌肥料部

会）． 

138)Xiang Kui Yan, and Inoue, T. et.al. 2003. 

Phytoremediation of molybdenum by soybean grown 

in soils amended with sewage sludge. Proceedings of 

third intermanional conference on contaminante in 

the soil environment in the Australasia-Pacific 

region.53. 

３ バイオマス循環システムの構築及び実証に

関する研究 

1)阿部邦夫・市原 昭・矢野 聡・柚山義人・中村真人

2007a．運転管理における問題への対応．農林水産



バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」

編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

村工学研究所．53-57． 

2)阿部邦夫・佐藤正史・横溝太郎・柚山義人 2007b．液

肥の現地活用試験．農林水産バイオリサイクル研究

「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマ

スタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

77-80．

3)阿部邦夫・市原 昭・矢野 聡・関 建司・若松孝彦・

池田雅司・宮嶋昌一・柚山義人 2007c．必要な点検・

維持管理と経費．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタ

ウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構農村工学研究所．144-149．

4)阿部邦夫・柚山義人2007d．安全確保のための措置．

農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉

ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロ

ーグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究

機構農村工学研究所．149-150．

5)Fujikawa, Ｔ., Miyazaki, Ｔ. and Takamatsu, R. 2005.

Effect of Spatial Variability of Gas Diffusivity on Gas

Flux from the Soil Surface, (Abstract only), The

ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings

2005. 

6)藤川智紀・中村真人・柚山義人 2006a．モノリスライシ

メータを用いた土壌－植物－大気－地下水における

N、C の動態解析．平成 18 年度農業土木学会大会

講演要旨集．宇都宮大学．46-47．

7)藤川智紀・中村真人・柚山義人・前田守弘・太田 健

2006b．チャンバ付ライシメータによる施肥窒素の動

態観測．農業土木学会誌．74(11):11-14．

8)平山正樹 2007a．山田町時代の構想．農林水産バイ

オリサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、

「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工

学研究所．108．

9)平山正樹 2007b．山田町の概要．農林水産バイオリサ

イクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグ

リ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政

法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研

究所．130．

10)市原 昭・矢野 聡 2007a．メタン発酵プラント．農林

水産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユニ

ット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロー

グ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所．18-25． 

11)市原 昭・矢野 聡 2007b．メタン発酵技術の位置づ

け．農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化

千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築への

プロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総

合研究機構農村工学研究所．96-97． 

12)金子文宜 2007．アグリ・バイオマスタウンにおける適

正循環を目指して．農林水産バイオリサイクル研究

「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマ

スタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

150-154． 

13)草川知行・松丸恒夫・山本二美・中村耕士 2007．消

化液・脱水ろ液・濃縮液肥の利用．農林水産バイオリ

サイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグ

リ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政

法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研

究所．70-73． 

14)望月和博・迫田章義 2004．バイオマスタウン（その２）．

新政策． 「バイオマス利活用への技術開発」特集号．

18-19． 

15)望月和博 2005．持続可能なバイオマス利用システム

の構築－バイオマスリファイナリーとバイオマスタウン

－．化学工学会関東支部 50 周年記念大会（早稲田

大学）．展望講演． 

16)望月和博 2006a．バイオマスタウンの実現に向けた

取り組み．第 6 回バイオマス部会・研究会合同交流

会．広島ガーデンパレス． 

17)望月和博 2006b．バイオマス廃棄物の再資源化技

術．エネルギー・資源学会講習会「リサイクルと再資

源化の制度・技術の動向と課題」．東京． 

18)村野多可子 2005．木炭添加飼料給与が房総地どり

の発育と肉質に及ぼす影響．千葉県畜産総合研究

センター研究報告．第 5 号．19-22． 

19)村野多可子 2006．木炭添加飼料給与が採卵鶏の産

卵と卵質に及ぼす影響．千葉県畜産総合研究センタ

ー報告．第 6 号．25-28． 

20)村野多可子 2007．梨剪定枝炭沫の鶏への給与．農

林水産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユ



ニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロ

ーグ」独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所．84． 

21)中村真人・藤川智紀・柚山義人・前田守弘・太田

健・森 淳・山岡 賢 2006b．有機肥料施用畑からの

温室効果ガス発生と溶脱の同時測定．平成 18 年度

農業土木学会大会講演要旨集．376-377． 

22)中村真人・藤川智紀・柚山義人・前田守弘・太田

健・森 淳・山岡 賢 2006c．メタン発酵消化液を施用

したモノリスライシメータにおける亜酸化窒素発生と窒

素の溶脱．2006 年度土壌肥料学会年次大会講演要

旨集．8． 

23)中村真人・山岡 賢・柚山義人・藤川智紀 2007a．物

質収支．農林水産バイオリサイクル研究「システム実

用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築

へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術

総合研究機構農村工学研究所．60-63． 

24)中村真人・柚山義人・迫田章義・望月和博・矢野

聡・阿部邦夫 2007b．エネルギー収支．農林水産バイ

オリサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、

「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工

学研究所．63-65． 

25)中村真人・藤川智紀・柚山義人・山岡 賢 2007c．消

化液の利用と環境負荷．農林水産バイオリサイクル

研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

73-77． 

26)中村真人・柚山義人・山岡 賢・藤川智紀 2007d．液

肥の成分分析結果．農林水産バイオリサイクル研究

「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマ

スタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

136-139． 

27)中村真人・山岡 賢・藤川智紀・柚山義人 2007e．臭

気の測定結果．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウ

ン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産

業技術総合研究機構農村工学研究所．139-140． 

28)中村真人・山岡 賢・藤川智紀・柚山義人 2007f．騒

音の測定結果．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウ

ン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産

業技術総合研究機構農村工学研究所．140-141． 

29)中西陽介・森本慎一郎・森俊介・望月和博・迫田章

義 2006．プロセスシミュレーターによるバイオマス多

段階利用システムの物質・エネルギー収支解析 エネ

ルギー資源学会 第 22 回エネルギーシステム・経済・

環境コンファレンス．29-1． 

30)西野文智・布留川一代・阿部邦夫・安部 健 2007．

バイオマス自動車を走らせよう．農林水産バイオリサ

イクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグ

リ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究

所．154-157． 

31)大泉長治 2006．曝気及び膜分離等によるメタン発酵

消化液の性状変化（短報）．千葉県畜産総合研究セ

ンター研究報告．第 6 号．61． 

32)大泉長治 2007．曝気による消化液の取扱い性改善．

農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉

ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロ

ーグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究

機構農村工学研究所．80． 

33)迫田章義 2004．バイオマスタウンをめざしたバイオ

マスリファイナリー．シンポジウム「地域のバイオマス

利活用推進に向けたチャレンジ」．農林水産バイオリ

サイクル研究「施設・システム化チーム」．9-14． 

34)迫田章義・望月和博・柚山義人 2006．バイオマス利

活用の展望．講座「バイオマス利活用」（その８）．農

業土木学会誌．74(1):53-58． 

35)迫田章義・望月和博 2007a．バイオマスリファイナリ

ー．農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化

千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築への

プロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総

合研究機構農村工学研究所．10-12． 

36)迫田章義・望月和博・柚山義人 2007b．バイオマス

多段階利用の地域モデル．農林水産バイオリサイク

ル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バ

イオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

12-13． 

37)迫田章義・望月和博・柚山義人 2007c．多段階利用

システムの基本設計．農林水産バイオリサイクル研究

「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマ

スタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・



食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

14-17． 

38)迫田章義・望月和博・佐藤伸明 2007d．メタン発酵消

化液再資源化設備．農林水産バイオリサイクル研究

「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマ

スタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

32-38． 

39)迫田章義・望月和博・佐藤伸明・池田雅司 2007e．

炭化装置（固体燃料化用）．農林水産バイオリサイク

ル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バ

イオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

38-45． 

40)迫田章義・望月和博・佐藤伸明・下ヶ橋雅樹・内田

賢一 2007f．過熱水蒸気式炭化プラント（工業原料化

用兼バイオマスボイラー）．農林水産バイオリサイクル

研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

45-50． 

41)迫田章義・望月和博・佐藤伸明・宮嶋昌一 2007g．

水蒸気爆砕装置．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタ

ウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構農村工学研究所．50-53． 

42)迫田章義・望月和博・佐藤伸明・下ヶ橋雅樹 2007h．

炭化装置の燃料．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタ

ウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構農村工学研究所．82-84． 

43)迫田章義・望月和博・佐藤伸明 2007i．工業原料とし

ての利用可能性．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタ

ウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構農村工学研究所．86-89． 

44)迫田章義・望月和博・佐藤伸明 2007j．バイオマス再

資源化ステーション構想．農林水産バイオリサイクル

研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

114-116． 

45)迫田章義・望月和博・柚山義人 2007k．持続可能な

バイオマス利活用システム．農林水産バイオリサイク

ル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バ

イオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

120-122． 

46)迫田章義・木内博一・守 敏男・雫 雅彦・阿部邦

夫・柚山義人 2007l．あれこれの想い．農林水産バイ

オリサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、

「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工

学研究所．123-128． 

47)佐藤伸明・望月和博・迫田章義・柚山義人 2006a．

多筒式反応器によるバイオマスの擬似的連続・蒸煮

爆砕処理．化学工学会第 71 年会（東京工業大学）．

E121． 

48)佐藤伸明・望月和博・野村剛志・迫田章義 2006b．

吸収型膜蒸留法を用いたアミノ酸生産を兼ねたアン

モニア含有排水処理プロセス．化学工学会第 38 回

秋季大会．J307．福岡大学． 

49)Sato, Ｎ., Mochidzuki, K., Nomura, Ｔ. and Sakoda,

Ａ . 2006c. "Membrane Distillation of Ammonia- 

Containing Wastewater and Utilization of Recovered 

Ammonia", AIChE 2006 Annual Meeting, 46c, (San 

Francisco Hilton, San Francisco, California, USA) 

November 12-17. 

50)関 建司2006a．有機性廃棄物からエネルギーを ～

バイオガス有効利用技術の開発～ 大阪大学工業

会誌「テクノネット」.10-11． 

51)関 建司2006b．メタン発酵工程からのメタンの分離

と貯蔵．分離技術会第33回夏季研究討論会． 

52)関 建司・若松孝彦 2007a．メタン燃料化設備．農林

水産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユニ

ット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロー

グ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所．25-32． 

53)関 建司・若松孝彦・迫田章義・望月和博・阿部邦夫

2007b．メタン自動車の燃料．農林水産バイオリサイク

ル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バ

イオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

81-82． 

54)関 建司 2007．高効率バイオガス有効利用の実現に

向けた吸着・分離技術の応用展開．分離技術．37(1)．



57-61. 

55)関 建司 2007．吸着式ガス貯蔵及びそれを用いたバ

イ オ ガ ス 有 効 利 用 技 術 ． 科 学 と 工 業 ．

81(4).176-184． 

56)清水夏樹・柚山義人 2005．バイオマスの多段階利用

における組織連携の重要性－千葉県北東部におけ

るバイオマス多段階利用実証研究を例として－．平

成 17 年 度 農 業 土 木 学 会 大 会 講 演 要 旨 集 ．

474-475． 

57)清水夏樹・柚山義人 2007．バイオマスがつむぐ人と

空と大地の環．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウ

ン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産

業技術総合研究機構農村工学研究所．108-113． 

58)凌 祥之 2005．炭化．問題点と展望．第 3 回木質炭

化学会研究発表会講演要旨．1-8． 

59)雫 雅彦 2006a．バイオマスを利用した地域循環型シ

ステム．第５回 IT 農業研究会．豊橋．24． 

60)雫 雅彦 2006b．－先進企業にみる－環境・エネル

ギーソリューションビジネスの具体的展開 ～バイオ

マス・廃棄物、水処理、エネルギー供給、ESCO 等～．

技術情報センターセミナー． 

61)杉本清美 2007．爆砕もみ殻と梨剪定枝炭の脱臭資

材利用．農林水産バイオリサイクル研究「システム実

用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築

へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術

総合研究機構農村工学研究所．85． 

62)寺嶋芳江 2006．スギ水蒸気爆砕物のシイタケ培地

基材適性．第 58 回日本森林学会関東支部大会講演

要旨集．茨城県立県民文化センター．37． 

63)寺嶋芳江 2007a．爆砕スギおが粉のシイタケ培地利

用．農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化

千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築への

プロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総

合研究機構農村工学研究所．85-86． 

64)寺嶋芳江 2007．スギ水蒸気爆砕物のシイタケ培地

基材適性．日本森林学会関東支部大会論文集（第

58 回）．（投稿中） 

65)山口教光・森本慎一郎・森俊介・望月和博・迫田章

義 2006．バイオマスタウン設計におけるバイオマス収

集コストと導入システムの評価．エネルギー資源学会 

第 22 回エネルギーシステム・経済・環境コンファレン

ス．19-5． 

66)山岡 賢・柚山義人・中村真人 2006a．凍結融解によ

るメタン発酵消化液の固液分離．農業土木学会論文

集（研究ノート）．242:125-126． 

67)山岡 賢・柚山義人・中村真人 2006b．メタン発酵消

化液ろ液への減圧蒸留処理の適用，農業土木学会

資源循環研究部会要旨集．27-38． 

68)山岡 賢・柚山義人・中村真人 2006c．メタン発酵消

化液の脱水ろ液の減圧蒸留による減量．農業土木学

会論文集（研究ノート）．245:125-126． 

69)山岡 賢・柚山義人・中村真人 2007a．メタン発酵消

化液ろ液への減圧蒸留処理の適用．農業土木学会

資源循環研究部会論文集．2:33-44． 

70)山岡 賢・柚山義人・中村真人 2007b．新たな変換

技術開発の取り組み．農林水産バイオリサイクル研究

「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマ

スタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

99-102． 

71)矢野 聡・市原 昭・雫 雅彦・大槻雅史・柚山義人

2006：低コスト・省メンテナンスを指向したメタン発酵

プラント（バイソン）の開発．クリーンエネルギー．

15(2):49-54． 

72)安井正文・野村剛志・佐藤伸明・望月和博・迫田章

義・越智健二 2005a．膜分離法によるメタン発酵排水

からのアンモニアの分離回収．化学工学会第37回秋

季大会（岡山大学）．M117． 

73)安井正文・野村剛志・佐藤伸明・望月和博・迫田章

義・越智健二 2005b．膜分離法によるメタン発酵排水

からのアンモニアの分離回収．化学工学会第37回秋

季大会要旨．M119． 

74)柚山義人 2004h．バイオマス多段階利用の地域実証

試験に向けて．ARIC．75:15-18． 

75)柚山義人 2004i．バイオマス多段階利用システムの

構築及び実証試験．シンポジウム「地域のバイオマス

利活用推進に向けたチャレンジ」．東京．97-110． 

76)柚山義人 2004j．始動するバイオマスタウン．高圧ガ

ス．41(12):44-46． 

77)柚山義人 2005f．バイオマス利活用の現状と展望．

特別講演資料．環境カウンセラー千葉県協議会．

10． 

78)柚山義人 2005g．千葉県北東部におけるバイオマス

多段階利用の地域実証研究．平成 17 年度農業土木

学会大会講演要旨集．82-83． 



79)Yuyama, Y., Sakada, A., Mochidzuki, K., Usui, T.

and Nakamura, 2005h. M. Challenge to Demonstrate 

a Cascade Use System of Biomass, GGAA2005 (2nd 

International Conference on Greenhouse Gases and 

Animal Agriculture, Zurich, 167-170. 

80)柚山義人・高橋順二 2005i．バイオマスの健全な利

活用を目指した社会技術の開発～農林水産バイオリ

サイクル研究の推進を通して見えてくる課題～．平成

17 年度研究調査実報告に向けた検討会（第２回）資

料．（独）農業・生物系特定産業技術研究機構研究

調査室．51． 

81)柚山義人 2005j．千葉県山田町におけるバイオマス

多段階利用の地域実証研究．農産物流通技術研究

会第 115 回例会資料．8． 

82)柚山義人・中村真人 2005k．バイオマス利活用に係

わる諸手続の実施事例．農業土木学会資源循環研

究部会論文集．第１号．37-51． 

83)柚山義人 2005l．バイオマス利活用による持続可能

な循環型社会システムの構築を目指して．バイオマス

シンポジウム 2005．東京大学．1-25． 

84) 柚 山 義 人 ・ 日 下 部 正 徳 ・ 阿 部 邦 夫 ・ 中 澤 幸 介

2006z-c．バイオマスタウン構築に向けてのプロロー

グ．農業土木学会誌．74(1):7-10． 

85)Yuyama, Y., Sakoda, A., Mochidzuki, K., Abe, K.,

Ichihara, A., Watanabe, H. and  Kusakabe, M. 

2006z-d. Evidential Study on a Cascade Use System 

of Biomass in Northeastern Chiba Prefecture of Japan, 

Proc. of Biomass-Asia Forum, Tokyo, 12. 

86)Yuyama, Y., Sakoda, A., Mochidzuki, K., Abe, K.

and Nakamura, Y. 2006z-e. Circulative Farming 

System Using Bio-liquid Fertilizer Produced BY 

Methane Fermentation, Proc. of the 14th World 

Fertilizer Congress, Chiang Mai, 7. 

87)柚山義人 2006z-f．農林水産系バイオマスの利活用．

資源循環戦略ワークショップ．（独）国立環境研究所・

廃棄物研究財団．東京（都道府県会館）．20． 

88)柚山義人 2006z-g．動き出したバイオマス多段階利

用の実証試験．生活と環境．51(4):40-44． 

89)柚山義人 2006z-h．プロジェクト研究「農林水産バイ

オリサイクル」システム実用化千葉ユニット（研究グル

ー プ 紹 介 ） ． 日 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 誌 ．

85(4):321-324． 

90)柚山義人 2006z-i．バイオマス多段階利用システム

の構築に向けて．環境技術．35(6):23-28 

91)柚山義人：2006z-j．農村地域におけるバイオマス利

活用システム．行政技術研修（係長研修 A）テキスト．

９． 

92)柚山義人 2006z-k．農畜産系バイオマス多段階利用

の可能性と課題．日本エネルギー学会ガス化部会勉

強会．東京．38． 

93)柚山義人 2006z-l．バイオマス多段階利用推進の

要件．第 34 回バイオマスサロン．日本有機資源協会．

33． 

94)柚山義人 2006z-m．バイオマス利活用の推進を目

指して．JORA バイオマス利活用基礎講座．32． 

95)柚山義人 2006z-n．バイオマス利活用システム計画

手法の開発と地域実証研究．総合科学技術会議科

学技術連携施策群バイマス利活用連携群「バイオマ

ス利活用に向けた我が国の取組－各省は今」平成

17 年対象施策成果報告会要旨集．45-50．東京． 

96)柚山義人 2006z-o．地域を動かすバイオマス利活用．

平成 18 年度農業土木学会中国四国支部第 35 回支

部研修会テキスト．25-66． 

97)柚山義人 2006z-p．バイオマス利活用システムの計

画手法と実証試験．第 17 回廃棄物学会研究発表会

小集会（バイオマス系廃棄物研究部会）．北九州市．

15-32． 

98)柚山義人 2006z-q．地域活性化のためのバイオマス

利活用モデルの構築．バイオ燃料研究推進連絡協

議会及び農研機構バイオマス研究センターの設立式

並びに研究情報交換会資料．つくば．20． 

99)柚山義人 2007c．未来を拓くバイオマスタウン．

JAGREE．73．（社）農業土木事業協会．45-50． 

100)柚山義人 2007d．アグリ・バイオマスタウンの構築に

向けて．平成 18 年度関東東海北陸農業試験研究推

進会議（作業技術部会）．49-60． 

101)柚山義人 2007e．地域バイオマス資源循環システム

の構築と必要な技術開発．平成 18 年度関東東海北

陸農業試験研究推進会議（関東東海・土壌肥料部

会）．94-116． 

102)柚山義人・中村真人・山岡 賢 2007f．メタン発酵消

化液の利活用技術（研究展望）．農業土木学会論文

集．247．119-129． 

103)柚山義人 2007g．おらが「バイオマスタウン」の構築

に向けて．農林水産バイオリサイクル研究「システム

実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構



築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構農村工学研究所．6-9． 

104)柚山義人 2007h．評価の視点と留意事項．農林水

産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユニッ

ト」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

村工学研究所．65-67． 

105)柚山義人・阿部邦夫・矢沢 裕 2007i．液肥の種類

と利活用の試験方法．農林水産バイオリサイクル研

究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオ

マスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

68-69． 

106)柚山義人・迫田章義・阿部邦夫 2007j．システム化

技術．農林水産バイオリサイクル研究「システム実用

化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へ

のプロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総

合研究機構農村工学研究所．90-93． 

107)柚山義人 2007k．社会制度．農林水産バイオリサイ

クル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・

バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究

所．93-95． 

108)柚山義人 2007l．ビジネスモデル．農林水産バイオ

リサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「ア

グリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学

研究所．95-96． 

109)柚山義人・山岡 賢・中村真人 2007m．研究開発戦

略．農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化

千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築への

プロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総

合研究機構農村工学研究所．97-98． 

110)柚山義人・迫田章義・阿部邦夫 2007n．今後の予

定と次期プロジェクト構想．農林水産バイオリサイクル

研究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所．

102-107． 

111)柚山義人・清水夏樹・阿部邦夫・横溝太郎 2007o．

農事組合法人を軸とした資源循環型農業システム．

農林水産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉

ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロ

ーグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究

機構農村工学研究所．116-120． 

112)柚山義人 2007p．社会技術に仕上げる．農林水産

バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」

編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

村工学研究所．128-129． 

113)柚山義人 2007q．実証研究の概要．農林水産バイ

オリサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、

「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工

学研究所．131-133． 

114)柚山義人・矢沢 裕・阿部邦夫 2007r．産業廃棄物

処理試験報告書．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタ

ウン構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構農村工学研究所．136． 

115)柚山義人・矢沢 裕・市原 昭・矢野 聡・関 建司・

若松孝彦・池田雅司・宮嶋昌一・阿部邦夫・迫田章

義・望月和博・下ヶ橋雅樹 2007s．諸手続き．農林水

産バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユニッ

ト」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

村工学研究所．141-144． 

116)柬理裕・凌祥之 2006． 宮古島における肉牛ふん

尿の農地施用の実態把握 ．農業工学研究所技報

(第 204 号,pp.203-210)． 

117)柬理裕・凌祥之 2006． 宮古島におけるバイオマ

ス利活用に関する評価手法の検討．農業工学研究

所技報(第 204 号,pp.211-219)． 

118)中川陽子・凌祥之 2006． DNDC モデルの硝酸態

窒素溶脱量予測における適合性の検討とモデルシミ

ュレーションの応用 ．農業工学研究所技報(第 204

号,pp.221-232)． 

119)柬理裕・凌祥之・田原聖隆 2006．宮古島における農業の環

境影響算定シミュレータの開発．Journal of Life Cycle 

Assessment, Japan, (12-4,pp.387-395)． 

120)Tatsuki Ueda ・  Yoshiyuki Shinogi ・  Masaru 

Yamaoka 2006 ．  Biological nitrate removal using 

sugar-industry wastes ． Paddy Water Environ 

(4,pp.139-144) ． 

121)上野正実・川満芳信・小宮康明  2006． サトウキ

ビを主体にした島嶼農業の再生とバガスの炭化，特



集「バイオエネルギー資源の生産・製造とその展開」 ．

農業機械学会誌(68-3,pp.13－17)． 

122)SHINOGI Yoshiyuki・KANRI Yutaka 2006． Bridge between 

cultivated and livestock farmers in terms of biomass utilization．

World Congress: Agricultural Engineering for a Better World． 

123)SHINOGI Yoshiyuki・CHEN Yan  2006． Characteristics of 

Carbon Products with Superheated Steam Method │ ．

4thi-CIPEC (pp.251-254)． 

124)SHINOGI Yoshiyuki・ KANRI Yutaka・ SHIMA Takeo 2006． 

Development of Environmental Simulator in Miyako-Island, 

Japan．The Seventh International Conference on EcoBalance 

(pp.371-374) ． 

125)凌祥之・陳嫣 2006． 過熱水蒸気炭化法による炭

化物の性状（基礎解析）．第 4 回木質炭化学会研究

発表会講演要旨集(pp.43-44) ． 

126)柬理裕・藤家里江・中川陽子・凌祥之 2006． 土壌

診断を軸にしたバイオマス利活用の推進とそのため

の組織づくり ．平成 18 年度農業土木学会大会講演

要旨集(pp.396-397)． 

127)陳嫣・凌祥之 2006． バイオマス変換物の農地還

元が野菜生育に与える影響 ．平成18年度農業土木

学会大会講演要旨集 (pp.752-753) ． 

128)凌祥之・陳嫣 2006． 過熱水蒸気炭化法で製造し

た炭化物の基礎理化学性 ．第 17 回廃棄物学会研

究発表会講演論文集 2006(pp.722-724) ． 

129)Masami Ueno・ Eizo Taira・ Yoshinobu Kawamitsu・

Yasuaki Komiya 2006．  Measurement of compost 

quality using FT-NIR．Proceedings of Japan-Korea 

Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 

177-182, Hanyang University, Korea． 

130)Yoshinobu Kawamitsu・ Eizo Taira・ Masami Ueno・ Yasunori 

Fukuzawa・ Takeru Azama・ Ryota Matsukawa・Koh Kikuchi 

2006． Nutritional Diagnosis Method using NIR System in order 

to Increase Sugarcane Production．Proceedings of Japan-Korea 

Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology. 

June 28-30, 2006, Soul.  

131)Eizo Taira・ Masami Ueno・ Yoshinobu Kawamitsu・ 

Ryota Matsukawa  2006 ．  Development of the 

Quality Evaluation System for the Shredded 

Sugarcane ．  Proceedings of Japan-Korea Joint 

Symposium on Nondestructive Evaluation Technology. 

June 28-30, 2006, Soul. 

132)Masami Ueno・  Yoshinobu Kawamitsu ・  Yasuaki 

Komiya and Liya Sun 2007 ．  Carbonization and 

gasification of bagasse for efficient utilization of 

sugarcane biomass ． XXVI Internal Congress of 

ISSCT(International Society of Sugar Cane 

Technologists), South Africa． 

133)Takeru Azama・  Yoshinobu Kawamitsu Yasunori 

Fukuzawa・ Masami Ueno and Yasuaki Komiya 2007． 

Effects of potassium on photosynthesis and sugar 

yield in sugarcane．XXVI Internal Congress of ISSCT, 

South Africa． 

134)Yasunori Fukuzawa ・  Yoshinobu Kawamitsu ・ 

Masami Ueno and Akihiro Nose 2007 ． 

Characteristics of photosynthesios and biomass 

production at extreme early stage in sugarcane．

XXVI Internal Congress of ISSCT, South Africa． 

135)Masami Ueno・ Md. Akbar Hossain・ Yoshinobu 

Kawamitsu and Yasuaki Komiya 2007． Estimation of 

Bagasse Charcoal for Crop Production Using 

Spectrometer and Digital Camera．日本作物学会第

221 回講演会春季大会，2006.4，東京大学． 

136)上野正実・須田堅勇・比嘉利国・平良英三・川満芳

信 2006． NIR によるたい肥の多成分計測に関する

研究．日本作物学会第 221 回講演会春季大会，

2006.4，東京大学． 

137)福澤康典・川満芳信・上野正実 2006． ファイトマ

ー数がサトウキビの初期生長に与える影響．日作紀 

(75(別 1),pp66-67)（東京大学）． 

138)川満芳信・ 安座間健・福澤康典平良英三・上野正

実  2006． 糖含量の異なるサトウキビの光合成速度

及び糖蓄積に与えるカリウムの影響．日作紀 (75(別

1),pp156-157)（東京大学）． 

139)宮城勝美・川満芳信・小宮康明・上野正実 2006． 

サトウキビ属（Saccharum spp）およびネピアグラス

（Pennisetum Purpureum Schumach）の光利用効率に

対 す る 有 機 物 施 用 効 果 ． 日 作 紀  (75( 別

1),pp158-159)（東京大学）． 

140)宮城勝美・川満芳信・小宮康明・上野正実 2006． 

サトウキビ属およびネピアグラスの群落内 CO2 濃度

の 日 変 化 と プ ロ フ ァ イ ル ． 日 作 紀  (75( 別

1),pp160-161)（東京大学）． 

141)A. AL-SAIDI・ A. ESECHIE & Y. KAWAMITSU│ 

2006． Salt tolerance of Acacia tortilis, Prosopis 

cineraria and Ziziphus spina-christi ．日作紀 (75(別



1),pp218-219)（東京大学）． 

142)上野正実・平良英三・松川亮太・川満芳信 2006． 

NIR によるサトウキビの迅速栄養診断システムの開発. 

第１報．乾燥葉および生葉のミネラル成分計測．日作

紀 (75(別 1),pp286-287)（東京大学）． 

143)上野正実・須田堅勇・比嘉利国・平良英三・川満芳

信 2006． NIR によるたい肥の多成分計測に関する

基礎的研究．日作紀 (75(別 1),pp288-289)（東京大

学）． 

144)川満芳信・四釜研之介・小宮康明・芳賀聖・上野正

実 2006． 各種バイオマス炭がサトウキビの収量及

び品質に与える影響．日作紀 (75(別 1),pp340-341)

（東京大学）． 

145)Masami Ueno・ Md. Akbar Hossain・ Yoshinobu 

Kawamitsu and Yasuaki Komiya 2006． Estimation of 

Bagasse Charcoal for Crop Production Using 

Spectrometer and Digital Camera．日作紀 (75(別

1),pp360-361)（東京大学）． 

146)小宮康明・川満芳信・上野正実  2006． バガス炭

による土壌改良効果の持続性と適正混合率．平成 18

年度農業土木学会大会講演発表会（宇都宮市）． 

147)小宮康明・上野正実・川満芳信・任莉紗・新城俊也 

2006． 下水汚泥炭の地盤材料としての力学挙動．

第 87 回農業土木学会九州支部講演会（宮崎市）． 

148)平良正彦・凌 祥之・上野正実・川満芳信・小宮康

明 2006． 宮古島農林バイオリサイクル事業． 第１

報．バイオマスの有効利用によるサトウキビ増産．沖

縄農業研究会 第 45 回講演会要旨(pp.61-62)(8

月) ． 

149)川満芳信・安座間健・福沢康典・上野正実・小宮康

明・菊地香 2006． カリウムが糖含量の異なるサトウ

キビの光合成速度及び糖蓄積に与える影響．第 33

回サトウキビ試験成績発表会(pp.8-9)(9 月)． 

150)上野正実・川満芳信・小宮康明・孫麗亜・東江幸

優・芳賀聖・田崎厚也 2006． サトウキビバイオマス

の利用に関する研究．－バガスの炭化およびガス化

プラントの開発－．第 33 回サトウキビ試験成績発表

会(pp.14-15)(9 月) ． 

151)平良正彦・凌 祥之・上野正実・川満芳信・小宮康

明 2006． 宮古農林バイオリサイクル事業．第１報．

バイオマスの施用がサトウキビの生育に及ぼす影響．

第 33 回サトウキビ試験成績発表会(pp.16-17)(9 月)． 

152)上野正実・川満芳信・平良英三・松川亮太・津嘉山

珍健 2006． 分離小型－細裂 NIR システムによる品

質 評 価 ． 第 33 回 サ ト ウ キ ビ 試 験 成 績 発 表 会

(pp.32-33)(9 月)． 

153)川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実・小宮康

明 2006． バイオマス変換過程で発生する CO2 のリ

サイクル．日作紀 (75(別 2),pp.192-193)（香川大学）

(10 月)． 

154)川満芳信・古川 昇・宮城勝美・福澤康典・上野正

実 2006． 裸地およびソルゴー群落における CO2 プ

ロファイルの日変化．日作紀 (75(別 2),pp.194-195)

（香川大学）(10 月) ． 

155)川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実・小宮康

明 2006． 亜熱帯地域におけるハウス内温度と CO2

濃度の同時制御．日本生物環境調節学会九州支部

会．(11 月)． 

156)宮城勝美・川満芳信・福澤康典・上野正実・小宮康

明 2006． バイオマス変換プラントから発生する排ガ

スを用いた CO2 施肥．日本生物環境調節学会九州

支部会．(11 月)． 

157)川満芳信・古川 昇・宮城勝美福澤康典・上野正実 

2006． サトウキビおよびソルゴー群落における CO2

プロファイルの日変化．日本生物環境調節学会九州

支部会．(11 月)． 

158)上野正実・孫麗亜・藤田憲治・東江幸優・田崎厚也 

2006． GIS によるバイオマス転換プラント設置計画手

法の検討．第 69 回農業機械学会九州支部講演会，

2006.8，九州大学． 

159)上野正実・川満芳信・小宮康明・芳賀 聖 2006． 

バガス炭化装置の運転特性の解析．第＊回農業機

械学会九州支部講演会，2006.8，九州大学． 

160)上野正実・川満芳信・小宮康明・孫麗亜・東江幸

優・芳賀聖・田崎厚也 2006． サトウキビバイオマス

の利用に関する研究―バガスの炭化およびガス化プ

ラントの開発―．第 33 回サトウキビ試験成績発表会，

2006.9，メルパルク沖縄． 

161)森岡泰樹・中田俊彦 2007． 技術特性および経済

性を考慮した地域バイオマス統合利活用システムの

適設計．第２回バイオマス化学会議． 

162)森岡泰樹・中田俊彦 2007． 地域循環型エネルギ

ーシステムの提案．平成 19 年 電気学会全国大会． 

163)陳嫣・凌祥之 2005． バイオマス変換物の農地施

用が作物生育および土壌の理化学性に与える影響

の 解 明  ． 農 業 土 木 学 会 論 文 集 (240



号,pp.629-635)． 

164)Y.Shinogi・ T. Ueda・ Y. Nakagawa・ Chen Yang・ 

Y. Kanri  2006 ．  Biomass refinery system, --A 

research project in Miyako Island,Okinawa, Japan．

Proceeding of Biomass-Asia Forum(pp.76-82) ． 

165)Chen Yan・Shinogi Yoshiyuki and Nakamura Yoshifumi  2006． 

INFLUENCE OF THE APPLICATION OF CONVERSION 

BIOMASS TO SIMAJIRI-MAHJI SOIL ON VEGETABLE 

GROWTH,SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES．

14th World Fertilizer Congress Proceeding． 

166)Yoshiyuki Shinogi ・  Nakamura Yoshifumi 2006． 

OPTIMAL BIOMASS REFINERY SYSTEM _Case 

study at Miyako Island,Japan-,14th Fertilizer 

Congress Proceeding ． 14th World Fertilizer 

Congress Proceeding． 

167)Tatsuki Ueda・ Yoji Kunimitsu・ Yoshiyuki Shinogi 

2005． Reuse of rice husk in Thailand．2nd Biomass 

Asia Workshop,Bangkok,Thailand,Dec.2005． 

168)Yoshiyuki Shinogi 2005． Sustainable agriculture 

based on biomass utilization, Case study in a closed 

environment in Japan ． An ASAE Meeting 

Presentation 057051(pp.1-8) ． 

169)Y.Shinogi ・  T.Ueda ・  Y.Nakagawa ・  Y.Chen ・

Y.Kanri 2005． OPTIMAL BIOMASS UTLIZATION 

SYSTEM-Research case study at Miyako Island, 

Japan ． International Agricultural Engineering 

Conference Proceeding． 

170)柬理裕・凌祥之・田原聖隆 2005． 宮古島におけ

る農業の環境影響算定シミュレータの開発．日本

LCA 学会大会． 

171)凌祥之・上田達己・中川陽子・陳嫣・柬理裕 2005． 

閉鎖環境における島嶼バイオマス循環システムにつ

いて．第 16 回廃棄物学会研究発表会講演論文集

(pp.347-349)． 

172)凌祥之・上田達己・中川陽子・陳嫣・柬理裕・亀山

幸司 2005． 宮古島におけるバイオマス循環利用シ

ステム実証研究．平成 17 年度農業土木学会大会講

演要旨集 (pp.476-477) ． 

173)陳嫣・凌祥之 2005． 炭化物の混入が宮古島の島

尻マージ土壌の理化学性に与える影響．平成 17 年

度農業土木学会大会講演要旨集(pp.316-317) ． 

174)上田達己・凌祥之・山岡賢 2005． 製糖廃棄物を

利用した硝酸態窒素除去．平成 17 年度農業土木学

会大会講演要旨集(pp.266-267)． 

175)柬理裕・凌祥之 2005． 宮古島におけるバイオマ

ス利活用システムの評価手法の開発，農家レベルの

物質フローのモデル化と CO2 排出量の算定．平成

17 年 度 農 業 土 木 学 会 大 会 講 演 要 旨 集

(pp.478-479)． 

176)中川陽子・凌祥之 2005． 島尻マージ土壌からの

硝酸態窒素溶脱量とその予測．日本土壌肥料科学

学会講演要旨集(第 51 集 pp.167)． 

177)川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実 2005． 

サ ト ウ キ ビ 属 (Saccharum spp.), ネ ピ ア グ ラ ス

(Pennisetum purpureum)の光利用効率に対する有機

物施用効果．農業環境工学関連合同大会 講演要

旨集(pp.249)・金沢大学． 

178)川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実 2005． 

無線 LAN を活用した圃場画像・微気象データ収集シ

ステムの開発．農業環境工学関連合同大会 講演要

旨集(pp.430)・金沢大学． 

179)上野正実・川満芳信・小宮康明・松嶋卯月・高柴哲

平・芳賀聖 2005． バガス炭の吸着性に関する研究 

－CO2 の吸着特性－．農業環境工学関連合同大会 

講演要旨集(pp.181)・金沢大学． 

180)上野正実・川満芳信・小宮康明・芳賀聖 2005． 宮

古島におけるバイオ・エコシステムの構築に関する研

究（第１報）－基本システムの開発－．農業環境工学

関連合同大会 講演要旨集(pp.380)・金沢大学． 

181)上野正実・川満芳信・小宮康明・芳賀聖・田中順

一・仲宗根彰・東江幸優 2005． 下水汚泥炭のエネ

ルギー利用に関する基礎研究．農業環境工学関連

合同大会 講演要旨集(pp.219)・金沢大学． 

182)上野正実・川満芳信・小宮康明 2005． さとうきび

バイオマス活用に関する実証研究 ．第 5 回さとうきび

研究会・鹿児島市． 

183)上野正実・川満芳信・小宮康明 2005． 島しょ型バ

イオマス循環システムの構築．農業施設学会国際バ

イオマスシンポジウム・熊本． 

184)Masami UENO ・  Yoshinobu KAWAMITSU ・ 

Yasuaki KOMIYA 2005． Construction of biomass 

recycling system for small islands．農業施設学会国

際バイオマスシンポジウム・熊本． 

185)Yoshiyuki SHINOGI・Masami UENO(University of Ryukyu)・

Yasuaki KOMIYA(University of Ryukyu) ・ Yoshinobu 

KAWAMITSU(University of Ryukyu)  2004 ．  Material 



Circulation System based on Pyrolysis．The Sixth International 

Conference on EcoBalance(pp.663-664) ． 

186)Yan Chen(Independent Administrative Institution, National 

Institute for Rural Engineering, Japan)・ Machito Mihara (Faculty 

Regional Environment Science,Tokyo University of Agriculture, 

Japan) 2004． Study on the Influence of Soil Erosion in Upland 

Field on Water Quality．Participatory Strategy for Soil and 

Water Conservation(pp.25-28) ． 

187)陳嫣・凌祥之 2004． 炭化を含むバイオマス循環

利用技術の開発に関する基礎的研究 ．平成 16 年

度農業土木学会資源循環研究部会研究発表会発

表要旨集(pp.87-96)． 

188) 松 野  裕 ， 八 丁 信 正 ， 家 島 章 旨 ， 凌  祥 之

（2006）；都市近郊地域の物質循環：奈良市大和川流

域内における窒素フローの算定，環境科学会誌，

19(6), pp.495-506 

189) 凌祥之（2004）；バイオマス生産及び利用におけ

る 適な評価手法の検討，日本作物学会第 218 回

講演会 国際・公開シンポジウム, pp.113-128 

190)凌祥之，内田実，亀山幸司（2005）；畑地の大気保

全及び気候緩和機能に関する文献整理，平成 17 年

度農業土木学会大会講演要旨集 

191) Yoshiyuki Shinogi（2005）; Preliminary research on 

externality of farmland，Preliminary case study for 

non-rice paddy ， An ASAE Meeting Presentation 

052044, pp.1-7 

192)亀山幸司，凌 祥之，中川陽子，東江幸優，芳賀

聖，田崎厚也，上野正実，川満芳信，小宮康明

（2007）；宮古島に設置したバイオマス変換プラント群

のライフサイクル分析，第 2 回日本 LCA 学会研究発

表会講演要旨集，pp.256-257 



農林水産バイオリサイクル研究

－施設・システム化チーム－

Study on Biorecycling of Wastes from Agriculture,
Forestry and Fisheries Sector

－ Development of Technology for Utilizing Waste Use and 

Methodology for Planning Waste Use Systems, 

and Demonstration of Cascade Use Systems －

研

究

成

果

466

（
2
0
0
8
・
3
）

農林水産省農林水産技術会議事務局

研
究
成
果

466

農
林
水
産
バ
イ
オ
リ
サ
イ
ク
ル
研
究

ー
施
設
・
シ
ス
テ
ム
化
チ
ー
ム
ー

466 表紙



Study on biorecycling of wastes from agriculture
forestry and fisheries Sector

 Development of Technology for Utilizing Waste Use and 
Methodology for Planning Waste Use Systems, 
and Demonstration of Cascade Use Systems 



序　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的

かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な

推進に資することを目的として刊行するものである。

　再生可能な生物由来の有機性資源であるバイオマスをエネルギーや製品として総合的に利活用し、持続的

に発展する社会の実現に向け、�00�（平成 ��）年 �� 月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が策定された。

これらを踏まえ、「農林水産バイオリサイクル研究」では、バイオマスの変換・利用技術の開発やバイオマ

スを地域で循環利用するシステムの構築を目的に、�000年から�00�年度までの７年間、研究推進リーダー（独

立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 研究管理監）による統括のもと、分野別に

４つのチームを構成し、研究を実施した。

　この第４６６集「農林水産バイオリサイクル研究　－施設・システム化チーム－」は、独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構農村工学研究所を中心に �000 年度から �00� 年度までの７年間にわたって実施し

た、農村における地域資源の活用のための研究成果をとりまとめたものである。

　本研究においては、家畜排せつ物、食品残さ、稲わらなどのバイオマスの種類や量、発生する時期などが

地域によって異なることを考慮したバイオマスの循環利用システムの構築、都市近郊地域や島嶼地域におけ

るバイオマスのメタン発酵や炭化、堆肥化などの技術の活用による地域モデルの構築と実証など、多くの成

果が得られている。

　この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考

え、関係機関に供するものである。

　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　�00� 年 � 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長

竹谷　廣之
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研　究　の　要　約

Ⅰ　研究年次・予算区分　

研究年次：�00� 年度～ �00� 年度

予算区分：農林水産省農林水産技術会議　農林水

産バイオリサイクル研究

Ⅱ　主任研究者　

主　査：独立行政法人 農業・食品産業技術総合

研究機構　畜産草地研究所長

推進リーダー：独立行政法人 農業・食品産業技術

総合研究機構　畜産草地研究所　研究管理監　羽

賀清典

チームリーダー：独立行政法人 農業工学研究所

造構部長

竹内　睦雄（�00� ～ �00� 年度）

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農村総合研究部長　

高橋　順二（�00� ～ �00� 年度）

チームリーダー補佐：独立行政法人 農業・食品

産業技術総合研究機構

農村工学研究所　企画管理部　防災研究調整役

谷　茂（�00� 年度～ �00� 年度）

独立行政法人 農業工学研究所　地域資源部  上席

研究官　

高木　東（�00� 年度）

独立行政法人 農業工学研究所　地域資源部  上席

研究官　

今泉　眞之（�00� 年度）

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農村総合研究部　上席研究員　

加藤　敬（�00� 年度）

施設サブチームリーダー（１　農林水産業施設廃

棄物のリサイクル技術の開発）：

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所施設資源部　土質研究室長

毛利　栄征（�00� ～ �00� 年度）

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　企画管理部　防災研究調整役

谷　茂（�00� ～ �00� 年度）

有機性廃棄物炭化ユニットリーダー（１　農林水

産業施設廃棄物のリサイクル技術の開発）：

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

農村工学研究所　農地・水資源部　農地工学研究

室長

凌 祥之（�00� ～ �00� 年度）

システム化サブチームリーダー（２　バイオマス

の地域循環利用システム化技術の開発）：

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農村総合研究部　資源循環シス

テム研究チーム長

柚山　義人（�00� ～ �00� 年度）

システム実用化千葉ユニットリーダー（３(�)　

千葉県北東部におけるバイオマス

多段階利用システムの構築及び実証）：

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農村総合研究部　資源循環シス

テム研究チーム長

　柚山　義人（�00� ～ �00� 年度）

システム実用化宮古島ユニットリーダー（３(�)

宮古島におけるバイオマス

循環システムの構築及び実証に関する研究）：

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農地・水資源部　農地工学研究

室長

凌 祥之（�00� ～ �00� 年度）

注：　�00� 年４月に組織の統合・新設により

独立行政法人 農業工学研究所は独立行政法

人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工

学研究所となりました。

Ⅲ　研究担当機関　

　独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

　　　農村工学研究所

　　　中央農業総合研究センター

　　　畜産草地研究所

　　　食品総合研究所

　独立行政法人 農業環境技術研究所

独立行政法人 国際農林水産業研究センター
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独立行政法人 森林総合研究所

独立行政法人 水産総合研究センター 

　　中央水産研究所

　　水産工学研究所

独立行政法人 土木研究所寒地土木研究所

（委託先）国立大学法人東京大学

（委託先）東京理科大学

（委託先）（株）フジタ技術センター

（委託先）鹿島建設株式会社技術研究所

（委託先）株式会社　東芝

（委託先）熊本県農業研究センター

（委託先）千葉県農業総合研究センター

（委託先）財団法人日本水土総合研究所

（委託先）社団法人日本有機資源協会

（委託先）国立大学法人茨城大学農学部

（委託先）株式会社三菱総合研究所

（委託先）国立大学法人 東京大学生産技術研究所

（委託先）千葉県農業総合研究センター

（委託先）千葉県畜産総合研究センター

（委託先）千葉県森林研究センター

（委託先）バイオマス研究開発組合

　　　　 （代表；株式会社荏原製作所）

　　株式会社荏原製作所

　　　大阪ガス株式会社

　　　大阪ガスエンジニアリング株式会社

　　　株式会社中国メンテナンス

　　　日東高圧株式会社

　　　農事組合法人和郷園

（委託先）国立大学法人 琉球大学農学部

（委託先）国立大学法人 東北大学大学院工学研

     究科

（委託先）沖縄県農業研究センター宮古島支所

（委託先）NPO 法人亜熱帯バイオマス利用研究

 センター（宮古島バイオマスプラン

 ト建設協議会、宮古島バイオマス利

 用研究組合）

Ⅳ　研究目的

　「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定

(H��.��) される中で、農林水産バイオリサイクル研

究はバイオマスの変換・利用技術の開発及び総合利

用による地域循環システムの実用化を図ることを目

的として平成 �� 年から推進された。

１　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術の開発

　底泥土の堆積によって水質の悪化、貯水量の減少

などの問題が発生している底泥土をため池改修の築

堤土として用いるための技術開発をする。また、漁

港・養殖場等に堆積する水産加工や給餌の残浮を多

く含む軟弱底質を固化処理し、魚礁等として再利用

する手法の開発をする。農業用コンクリート構造物

の改修等で発生するコンクリートがらや建設発生土

を水路や堤体盛土などの農業施設に再利用し、完全

リサイクルを行う技術開発をする。

　バイオマスなど有機性廃棄物を主原料とした炭化

物である再資源炭について、農地還元等利用するた

めの技術開発を行う。再資源炭の作成において、極

力自燃に近い形で、外部入力を最小化した炭化炉を

試作する。また、賦活や添着等活性化・高機能化に

ついても技術開発を行い、高機能化を評価する指標

を解明し、活性化を評価する。

　以上のように、ため池底泥土、漁港等に堆積する

軟弱底質土、コンクリート廃材等の再利用技術の開

発、再資源炭の土層改良材等としての有効利用技術

の開発を目的とする。

２　バイオマスの地域循環利用システム化技術の

開発

　バイオマス資源を適切に循環させることが大き

な社会的課題となっている。本研究では、� ～数市

町村という地域レベルを対象にバイオマス資源の循

環・利用に係わるビジョン策定を支援するツール開

発を第１の目的とする。具体的には、物質循環に係

わるモデルを作成した上で、地域の中で想定される

新たな資源循環シナリオを様々な観点から評価する

方法を提供する。また、国レベルでのバイオマス資

源循環実態を把握することを第２の目的とする。

３　バイオマス循環システムの構築及び実証に関

する研究

　バイオマスの生産・利用方法等の地域特性が異な

る千葉県北東部（都市近郊農畜産業型）及び沖縄県

宮古島（島嶼閉鎖環境型）において、生産・収集か

ら変換・利用に至る個別技術を組み合わせたバイオ

マスの多段階利用による地域モデルの構築と、バイ

オマス変換プラントの実用化試験を通しての実証を

目的とする。
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Ⅴ　研究方法

１　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術の開

発

　ため池底泥土、漁港等に堆積する軟弱底質土、コ

ンクリート廃材等を固化処理等により堤体材料、魚

礁ブロックとしての再利用技術の開発し、固化体ブ

ロックの耐久性、強度および海藻の着生、付着生物

の付着状況等試験をする。また、再資源炭の土層改

良材等としての実証試験を行い有効利用技術の開

発、および高機能再資源炭製造システムを開発して、

炭の吸着性能等機能試験を行う。

２　バイオマスの地域循環利用システム化技術の

開発

　地域におけるバイオマス利活用に係わる物質循環

の実態をできるだけ正確に推定するための解析ソフ

トを開発する。農村地域で適用が有望なバイオマス

再資源化技術を抽出し、性能・コストをとりまとめ

る。想定される新たな循環シナリオ案を、再生資源

の需要量、環境への影響、安全性等の面から評価す

る手法を開発する。GIS を用いてバイオマス再資源

化施設の適切な規模及び配置について検討する。各

種の公表資料を用いて輸出・輸入を含めて、バイオ

マス資源に係わる国レベルの物質収支をとりまとめ

る。

３　バイオマス循環システムの構築及び実証に関

する研究

　バイオマスの多段階利用システムについて，都市

近郊農畜産業型を想定した千葉県北東部と島嶼閉鎖

環境型を想定した沖縄県宮古島において，構想の作

成，運営組織の立ち上げ，諸手続の実施，実証プラ

ント群の設計・試作・設置，運転・性能確認，物質・

エネルギー収支の解析，採算性の検討，環境への影

響評価などを行い，実証的にその有効性と課題を明

らかにする。

研究計画表（研究室別年次計画）

�　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術の開

発

（１）底泥土の処理及び再利用技術の開発

１）ため池底泥土の固化及び再利用技術の開

発

①ため池底泥土の工学的再利用技術の開発

②ため池底泥土の客土材としての利用技術

の開発

③植物を利用したため池底泥土の浄化に関

する基礎的技術開発

２）軟弱底質の固化処理方法と藻場造成への

利用に関する研究

３）コンクリート廃材処理及び環境調和型利

用技術の開発

（２）有機性資源の炭化による新資源化技術の開

農村工学研究所

寒地土木研究所

フジタ技術セン

ター

水産工学研究所

水産工学研究所

農村工学研究所

農村工学研究所

東京大学

鹿島建設株式会

社技術研究所

防災研究調整役

寒地農業基盤整

備研究チーム

環境研究部

漁港施設研究室

漁業施設研究室

土質研究室

構造研究室

生物環境グルー

プ

研究年度

 0�  0�  0�  0� 0�

担当研究機関・研究室

機関　　　　　研究室
研究課題
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発総括

１）農地や農村地域における再資源炭の活用

技術の開発

２）有機性廃棄物の自燃式炭化方法の高機能

化技術の開発

２　バイオマスの地域循環利用システム化技術

の開発

（１）バイオマス資源の適切なマテリアル・フロー

の解明

１）地域におけるバイオマス資源循環利用診

断モデルの開発

２）各種再資源化施設の性能・コスト評価

３）新たなバイオマス資源循環システム導入

の評価手法の開発

①総括

②再生資源の需要量予測手法の開発

③ LCA によるバイオマス資源循環システ

ムの評価

④ LCA による畜産糞尿の循環利用システ

ムの評価

⑤経済・環境統合勘定によるバイオマス資

農業工学研究所

農業工学研究所

農業工学研究所

農業工学研究所

熊本県農業研究

センター

農業工学研究所

株式会社東芝

農業工学研究所

農業工学研究所

畜産草地研究所

森林総合研究所

食品総合研究所

中央水産研究所

中央農業総合研

究センター

日本水土総合研

究所

日本有機資源協

会

農業工学研究所

農業工学研究所

茨城大学農学部

畜産草地研究所

畑整備研究室

水田整備研究室

資源循環研究室

水環境保全研究

室

畑整備研究室

資源循環研究室

畑整備研究室

畜産環境システ

ム研・物質動態

研究室

木材乾燥研究室

流通工学研究室

流通システム研

究室

モデル開発チー

ム

資源循環研究室

総合評価研究室

畜産環境システ

ム研・物質動態

研究室
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源循環システムの評価

特定再資源化技術の LCA 解析

⑥安全性からみたバイオマス資源循環シス

テムの評価

４）バイオマス資源循環システムの空間分布

解析

（２）国レベルのバイオマス資源循環実態の解明

１）国レベルのバイオマス資源循環実態の解

明

３　バイオマス循環システムの構築及び実証に関

する研究

（１）千葉県北東部におけるバイオマス多段階利

用システムの構築及び実証

三菱総合研究所

農業環境技術研

究所

農業工学研究所

農業環境技術研

究所

国際農林水産業

研究センター

農業工学研究所

農村工学研究所

東京大学生産技

術研究所

バイオマス研究

開発組合

千葉県農業総合

研究センター

千葉県畜産総合

研究センター

千葉県森林研究

センター

千葉県環境生活

部資源循環推進

課

香取市

養分動態ユニッ

ト

土地資源研究室

物質循環ユニッ

ト

生産環境部

資源循環研究室

資源循環システ

ム研究チーム・

農地工学研究室

迫田研究室

荏原製作所

大阪ガス

大阪ガスエンジ

ニアリング

中国メンテナン

ス

日東高圧

和郷園

バイオマスプロ

ジェクトチーム

山田区産業振興

課
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（２）宮古島におけるバイオマス循環システムの

構築及び実証に関する研究

１）バイオマス変換装置の最適な維持管理特

性の解明

２）変換したバイオマスの再利用技術の開発

３）バイオマスの適正な評価手法の開発と評

価

農村工学研究所

琉球大学

NPO 法人亜熱

帯バイオマス利

用研究センター

農村工学研究所

琉球大学

NPO 法人亜熱

帯バイオマス利

用研究センター

農村工学研究所

琉球大学

東北大学

農地工学研究室

農学部農業シス

テム工学研究講

座

農地工学研究室

農学部農業シス

テム工学研究講

座

農地工学研究室

農学部農業シス

テム工学研究講

座

大学院工学研究

科
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Ⅵ　研究結果

１　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術の開発

（１）農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術開

発（施設サブチーム）

①ため池の底泥土の固化処理により得られた築堤

材の力学的評価を行い、改修のための設計、施

工法を検討し、実際の改修事例に適用して問題

点の検討を行った。これらの検討から設計・施

工法の確立を行い、そのマニュアル化を行った。

また天然土壌を用いてヒ素が含有している土壌

からのヒ素の溶出を防止するための方法を開発

した。

②貯水敷内の底泥土は、上流域から下流域に向

かって堆積厚が厚くなり、粒径が細かくなり、

流域地質が堆積岩よりなるため池の方が火成岩

よりなるため池より底泥堆積量が多くなる傾向

が明らかとなった。このことから、まとまった

量の底泥土を客土材として採取するには、流域

地質が堆積岩よりなるため池の貯水敷下流域が

適しており、採取域を変えることにより、目的

に応じた粒径組成の底泥土を客土材として採取

可能であることがわかった。底泥土は、客土材

として一般的に利用されている地山土に比べ

て、肥沃で各種肥料成分の含有量がより適正で

あることが明らかとなった。特に、微量要素お

よび水稲の収量・品質の改善に効果のある珪酸

は、地山土に比べ、底泥土で適正である割合が

顕著に高かった。被客土圃場の原表土の微量要

素含量に過不足がある場合、これらがバランス

よく含まれている底泥土の客土により、圃場表

土において、不足している微量要素では増加が

認められ、適正量である微量要素では適正量が

維持され、被客土圃場表土の微量要素の過不足

が一度に解消された。このように、微量要素を

適正量含む特徴のある底泥土の客土は、化学資

材による改良に比べ、微量要素のアンバランス

が一度に改善できる効果があることが明らかと

なった。上記の調査・研究成果を踏まえ、底泥

土の客土利用にあたっての調査・計画・実施上

の留意点を整理した。

③重金属で汚染された土壌を浄化する植物とし

て、モエジマシダとハクサンハタザオの浄化能

力を評価した。モエジマシダはヒ素溶出値を、

ハクサンハタザオは農用地のカドミウム含有量

を低減可能な重金属集積性が確認された。カド

ミウム汚染圃場でハクサンハタザオの栽培試験

を行ったところ、� 作で ���mg/ ㎡の高いカド

ミウム除去能力が確認された。植物を利用した

浄化技術は低レベルの汚染に対しては数年から

�0 年程度で浄化が完了し、従来工法より低コ

ストで浄化できる可能性が示された。

④漁港等の軟弱底質を有効に活用する方法とし

て、底質をセメント等の既存の固化材を用いて

固化処理し、ブロック化することで藻場造成の

ための着生基質等に再利用することが可能であ

ることを明らかにした。これらの底質固化体を

アマモ場造成のための着生基質として用いるた

めの耐波浪性工法などの具体的な手法や事業化

に向けた条件、造成したアマモ場を長期間維持

する手法を明らかにした。

⑤土嚢を傾斜して積み上げることで大きな抵抗

力を発揮するメカニズムを明らかにするととも

に、中詰め材としての再生砕石の利用及び土嚢

を傾斜して積み上げることによって、災害に対

して高い安全性を確保できるため池堤体の整備

工法を開発した。この工法を用いた高耐久性た

め池を実際の現場に造成し、挙動観測を行うこ

とにより、劣化に対する健全性や軟弱地盤での

施工上の安全性の検証を行い、施工マニュアル

を策定した。配合設計時にポーラスコンクリー

ト (POC) 強度を予測できる予測式を提案する

とともに、POC のワーカビリティーを判定す

る簡易な現場試験方法を開発した。

（２）農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術開

発（炭化ユニット）

①農地や農村地域における再資源炭の活用技術の

開発

再資源炭の利用技術として、化学肥料の代替効果

等に関して定量化を行った。すなわち、牛ふんや農

業集落排水汚泥を原料とする再資源炭に関して，特

にリン酸とカリウムの化学肥料代替効果を検討し

た。その結果、特にリン酸の化学肥料代替に関して、

農業集落排水汚泥を材料とした炭化物の、特にリン

酸の化学肥料代替に関して、効果が見られた。また、

水質浄化材としては濾過材程度の効果しかないこと
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が解明された。更に、暗渠疎水材として、凝固材と

の併用については強度などの観点から良好な材料と

なった。

②有機性廃棄物の自燃式炭化方法の高機能化技術

の開発

自燃式炭化装置を試作し、その特性を解明した。

また、比表面積やヨウ素吸着量を指標として、高機

能化の評価を行った。その結果、リン酸イオンの添

加によってヨウ素吸着量は大きく改善された。

２　バイオマスの地域循環利用システム化技術の開

発

（１）バイオマス資源の適切なマテリアル・フロー

の解明

１）地域におけるバイオマス資源循環利用診断モ

デルの開発

　モデルの基本設計、標準データの入力、現地調査

を行い、役割分担に基づき情報を整備し、モデル作

成のための解析ソフトと利用マニュアルを完成させ

た。モデルのサンプル版として、山形県長井市（生

ゴミの堆肥化と有機農産物の地産地消を通して「ま

ち」づくりを推進中）、茨城県つくば市（標準的な

農村地域で新エネルギー特区構想に取り組んだ）、

千葉県干潟町（地域水田の有効利用を目指した稲

ホールクロップ・サイレージに取り組み中）、熊本

県鹿本町（メタン発酵施設と堆肥製造施設を整備す

るバイオマス利活用フロンティア事業を実施）、宮

崎県都城盆地地域（都城市、三股町、山之口町、高

城町、山田町、高崎町。家畜排泄物の適切な管理を

進めるとともに、その有効活用の方策を検討中）の

５地区のモデルを作成した。

　３日間のカリキュラムでモデル操作実習講習会を

受講頂くことにより、パソコンの操作とバイオマス

に関する一般的な知識を持っている方であれば、使

用法がおおむね理解されることを確認した。作成し

たプログラムを著作物登録した。解析ソフト及び利

用マニュアルは、その他のバイオマス関連情報とと

もに、中央農研モデル開発チームが運営する Web

上で共有できるようにした。入手困難なバイオマス

成分データを補完するため、成分分析を行い、これ

らを含めてバイオマス成分データベースを作成し

た。

２）各種再資源化施設の性能・コスト評価

　実用化済みの各種再資源化技術（施設）を念頭に

おいて、原料となるバイオマスの性状をとりまとめ

た。また、バイオマスの種類或いは性状の違いによっ

て適用できる再資源化技術の実績を基に、試算ケー

スを設定して炭素、窒素、リン、カリウムの物質収

支及びエネルギー収支をとりまとめた。コストの試

算については、処理対象物を食品廃棄物（生ごみ等）

と乳牛糞とし、処理量２５、５０及び１００ｔ / 日

の３ケースについて、再資源化施設の建設費、維持

管理費、処理委託費及び製品販売利益等の収入を考

慮した年間コストを算出した。

３）新たなバイオマス資源循環システム導入の評

価手法の開発

①総括

本課題を総括する形で，バイオマス資源の循環を

促進するための課題や評価の視点、指標をとりまと

めた。また、本課題において他の参画機関があまり

扱っていない、組織のあり方、地域の水質環境や生

態系への影響、バイオマスの輸送、バイオマス利活

用の事業を実施する上での留意点をとりまとめた。

さらに、システム化サブチームの３ヶ年間の成果の

全体を市町村の担当者向けに情報発信するため、書

籍「バイオマス利活用システムの設計と評価」を編

集・製作した。

②再生資源の需要量予測手法の開発

公表された研究・調査資料や地方公共団体等の業

務資料から堆肥の購入価格と購入農家率に関する情

報を収集し、最もデータ数が多い水稲作への堆肥利

用については、堆肥価格が �,000 円／トンであれば

６割の稲作農家が購入するが、�,000 円／トンでは

３割ほどまで低下すると予測した。また、堆肥の特

徴（各サービスの有無および価格条件）と地域全体

の堆肥需要量の関係を予測する手法を開発した。さ

らに、半日程度の講習で手法を理解することができ

るマニュアルを作成した。マニュアルの使用方法を

約４時間講義すると、調査票の作成から分析結果の

活用まで行える見通しがついた。

③ LCA によるバイオマス資源循環システムの評

価

地域における経済部門（生産・消費活動）、非経

済部門（シャドゥワークなど）、環境部門からな

る物質代謝構造について検討し、事例分析として

LCA を援用した炭素収支解析を行った。これによ

りバイオマス資源循環への LCA 手法の適用が、基
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本的枠組みとして有効であることを確認した。また、

バイオマス資源は鉱工業製品・材料と異なり、地域、

規模、農法などにより資源利用・生産プロセス・生

産環境が異なることを前提とした LCA 分析が必要

であることを明らかにするとともに、産業連関分析

法などを活用したマクロなアプローチとプロセスご

とに投入産出を積み上げるミクロなアプローチで推

計結果が異なることを示して、バイオマス資源循環

における LCA 分析の手法上の留意点・課題を整理

した。

次に、想定されるシナリオ（堆肥化プラス自給飼

料拡大、メタン発酵）を意識しながら農業経営を含

むバイオマス資源循環を対象に LCA 手法による事

例分析を行った。これにより、現行の技術水準でバ

イオマス資源循環を導入することが必ずしも妥当と

いえない場合があることを明らかにした。また、分

析結果に基づいて、バイオマス資源循環における技

術的課題と改善目標水準を示した。バイオマスから

のエネルギー生産については、ブラジルにおける

サトウキビの燃料エタノール生産に関する Well-to-

Wheel 評価事例を示し、バイオマス資源循環による

エネルギー生産・利用でのライフサイクルにわたる

GHG 排出削減、エネルギーの産出投入比算定など

の定量的推計の重要性を指摘した。

さらに、日本国内の飼料消費に対して、一般的に

利用することができる輸入飼料の種別地域別ライフ

サイクル・エネルギー消費／ GHG 排出量を推計し、

基礎データとして整備した。また、推計結果から、

輸送段階の GHG 排出の占める割合が大きく、輸入

飼料のライフサイクル・エネルギー消費量／ GHG

排出量は供給地域の違いにより大きく異なる可能性

があることを明らかにした。

④ LCA による畜産糞尿の循環利用システムの評

価

地域の家畜飼養頭数を性別、品種、発育ステージ

別に入力することにより、地域の畜産ー耕種農業系

を対象に、N、P、K の物質収支計算および LCA 計

算を行うアプリケーションソフトのプロトタイプを

開発し、それを用い、循環の度合いを評価する指標

を作成した。さらに、バイオマス利活用の評価にお

いて充分な精度が確保できていなかった輸入飼料利

用に係わる LCA 用データベースを整備した。

⑤経済・環境統合勘定によるバイオマス資源循環

システムの評価；特定再資源化技術の LCA 解析

経済・環境統合勘定に関しては、山形県長井市に

おける生ごみ利活用システムの事例について、主な

構成要素を抽出し、システム評価のための分析マト

リックスを作成した。次に、全事業期間に生じる直

接的経済効果（事業収入・運転費・施設整備費等か

ら算定）、生ごみの堆肥化による可燃ごみ処理費の

削減効果（貨幣換算）、堆肥の利用による窒素の負

荷削減効果（貨幣換算）を世帯当たりの金額として

試算した。また、生ごみの投入量、可燃ごみ処理費、

堆肥販売価格等についての不確実性を加味した分析

や感度分析により、事業効果の変動幅の把握や事業

効果の向上方策の検討を行う手法をとりまとめた。

特定再資源化技術（農林バイオマス２号）の LCA

解析では、熊本県鹿本地域をモデル地区とし、廃棄

物の発生場所、発生量、再資源化プラントの立地場

所（１～５箇所）、処理規模（�� ～ ��t/d）を変数とし、

廃棄物及び生成物の輸送過程でのライフサイクル

CO� を算出し、「集中処理型」（地域内に１箇所設置）

と「地域分散処理型」（計５箇所を自治体毎に設置）

の比較を行った。ライフサイクル CO� 発生量はバ

イオマスの輸送効率に大きく支配されることを明ら

かした。

⑥安全性からみたバイオマス資源循環システムの

評価

化学肥料中の重金属はリン鉱石に由来する。リ

ン酸 �kg 当たりの Cd 濃度は、化学肥料、牛ふん堆

肥、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥、下水汚泥肥料で、そ

れぞれ ��.��、��.��、�.�0、�.0�、��.��mg であっ

た。化学肥料による日本の農地への Cd の負荷量を、

約�t と試算した。家畜ふん堆肥に含まれる Cd �.��t

のうち �.��t（��％）が農地へ負荷されると試算した。

暫定耐用週間摂取量（PTWI）は体重 �kg、� 週間あ

たり � μ g とされている。体重 �0kg の人が１年間

に摂取してよい Cd は ��.��mg、日本人 � 億 � 千万

人が � 年間に摂取してよい Cd は �,��0kg と計算で

きる。化学肥料と家畜ふん堆肥による農地への Cd

負荷量は、これを超えている。表土 ( 表層 ��cm) に

含まれる Cd を水田 �,���t、畑 ���t、合わせて �,���t

と試算した。�t はこれの 0.�％にすぎないので、Cd

濃度の高い有機性廃棄物を局所に大量に施用しない

限りにおいて、短期的には問題にならないと考えら

れる。亜鉛と銅は植物にとっても動物にとっても必
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須の微量要素である。化学肥料中の亜鉛と銅だけで

は収支がマイナスとなり家畜ふん堆肥による適度な

亜鉛と銅の供給が必要である。有機性廃棄物を積極

的に利用して有機栽培をすると、土壌に亜鉛とと

もにリン酸が蓄積する。リン酸の蓄積はそれだけの

Cd が農地に負荷されたことを意味する。土壌リン

酸および有機性廃棄物に含まれるリン酸を適正に評

価し、新たな化学肥料のリン酸による Cd の負荷を

減らすべきと考えられる。

４）バイオマス資源循環システムの空間分布解析

つくば市を対象に、バイオマス資源の発生源とし

ては畜産糞尿を、再資源化施設としては堆肥化施設

を、還元利用地としては畑地を想定し、家畜糞尿重

量、堆肥重量、それに含まれる窒素量を用いて GIS

による空間解析を行った。バイオマスの輸送距離と

重量の積の合計をリソースマイルと定義し、堆肥化

施設を窒素余剰の４ブロックごとに建設する場合と

４ブロックの重心に建設する場合の２ケースを比較

すると、前者は後者の �/� になることを明らかにし

た。また、リソースマイルの算出を３次元空間に拡

張する手法を開発し、都城市を対象に家畜糞尿の堆

肥化施設を市の重心に建設した場合と各旧村の重心

に４カ所建設した場合についてリソースマイルを算

出した。この結果をつくば市での事例と比較し、糞

尿の発生場所や堆肥の還元先である農地の分布に基

づく地域差が大きいことを明らかにした。

　次に、広域を対象とするシステム構築を支援する

ために、流域界、河川位置、河川水質等のデータを

含む市町村単位の全国窒素収支データベースを作成

した。また、堆肥化施設から農地までの距離や堆肥

の価格の違いによる需要量変動、輸送距離の違いに

よる二酸化炭素の排出量を事例的に算出した。これ

らにより、再資源化施設の規模・配置の検討に、バ

イオマスに関わる空間情報と経済分析や LCA 分析

を組み合わせる手法を提案した。

（２）国レベルのバイオマス資源循環実態の解明

１）国レベルのバイオマス資源循環実態の解明

わが国におけるバイオマス資源の循環の実態を評

価するため、（独）農業環境技術研究所が運用中の

全国版養分収支算定システムに、農地での収支、農

業関係の有機性副産物、家畜糞尿由来の堆肥、食品

製造・加工の副産物、食生活から排出される食品廃

棄物、生活排水のフローに関わる情報を組み込み、

国レベルの窒素循環モデルを構築した。本モデル

は、食飼料の生産と輸入、加工、消費、それぞれの

過程で発生する有機性副産物・残さの利活用と処理

のフローからなり、特に、副産物・残さの主体をな

す家畜ふん尿、生活排水などの堆肥化利用と農地投

入、作物生産による窒素のリサイクルのフローを含

む、農地を有機性副産物の活用先とする現況に近い

形式の循環モデルである。構築したモデルを用いて、

���� 年当時を対象に窒素フローの算定を行い、併

せて、家畜ふん尿と「汲み取りし尿」に関する既存

のデータとの比較によって、おおよそ十分な算定精

度を有していることを確認した。

炭素循環モデルについては、フローの算定用基礎

データとして、食飼料の供給から副産物・残さの発

生までの炭素のフロー、畜産業からの排出物に関す

る項目別炭素量などについて推計した。また、食品

系企業における廃水処理実態の把握の困難性など、

モデルの精度を向上させるための問題点の所在を明

らかにした。

３　バイオマス循環システムの構築及び実証に関す

る研究

（１）千葉県北東部におけるバイオマス多段階利

用システムの構築及び実証

バイオマス多段階利用システムの都市近郊農畜産

業型として、千葉県香取市山田地域を対象に、バイ

オマスの生産・収集・変換・利用に至るシステムの

構想及び地域モデルの作成、推進・運営体制の整備、

諸手続の実施、バイオマス変換プラント群の設計・

試作・設置、運転・性能の確認、物質・エネルギー

収支の解析、採算性の検討、環境への影響調査など

を行った。メタン発酵、メタン吸蔵、メタン燃料化、

コジェネ、炭化、消化液の濃縮、水蒸気爆砕、堆肥

化等をバイオマス変換の組み合せ要素技術として適

用し、これらの連動運転により環境保全的に有用な

物質やエネルギーを生産し利用できることを明らか

にした。

（２）宮古島におけるバイオマス循環システムの

構築及び実証に関する研究

炭化、メタン発酵施設、高速堆肥化装置と複合燃

焼装置（ガス化）の設計、建設を行い、運転継続さ

せながら、投入原料、生成物と管理費用等の維持管

理特性の把握を行い、島嶼閉鎖環境型モデルにおけ

る多段階利用の有効性を実証した。
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バイオマス変換物の農業等への活用に関しては、製

糖副産物やバガス炭等を利用した硝酸態窒素除去技

術の開発、バガス炭施用による土壌物理性改善効果

の実証、堆肥・炭化物の農地還元によってサトウキ

ビの収量・品質（糖度）の向上効果等を把握した。

個別農家の作付面積や家畜の飼養頭数等の営農情報

を入力することで環境への影響を推定するシミュ

レーターを開発するとともに、バイオマスの収集・

変換・利用過程における LCA 手法を適用した温暖

化ポテンシャルの評価手法を開発し、島嶼部におけ

る環境保全型の地域農業の展開に資する成果を創出

した。

Ⅶ　今後の課題　

１　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術の開発

ため池改修の設計・施工法や植物浄化法、アマモ

場造成工法、ため池堤体の土嚢傾斜積み工法等につ

いては、成果の PR、作成したマニュアルやそのブ

ラッシュアップ等によって、実際の現場に一層効率

的な適用が可能となるよう努めていく。また、その

フォローアップによって経済性を含めた設計・施工

法の高度化を行っていく必要がある。

２　バイオマスの地域循環利用システム化技術の開

発

バイオマス資源循環利用診断モデル、各種再資源

化施設の性能・コスト評価結果及び国レベルのモデ

ルについては、最新情報をとり入れて随時更新する

とともに、ユーザーからの問合せに対応する体制を

整える必要がある。LCA など各種の評価手法につ

いては、精度向上のためのデータ収集・整備を行い

つつ、解析事例を増やしながら普及を図る必要があ

る。

３　バイオマス循環システムの構築及び実証に関す

る研究

都市近郊農畜産業型のバイオマス多段階利用シス

テムは、システム全体が順調に動くと理想的になる。

一方、システムは必然的に複雑となり、着実に機能

させるためには社会システムの整備も重要になる。

今後の課題は次のように整理される。

１) バイオマス利活用の加速化には、地域のイン

センティブ確保が不可欠なので、バイオマスの

利活用を通して新しい循環型社会システムをつ

くるという地域活性化の視点を強める必要があ

る。

２) 再生資源の需要の時期的変動に対応する省力

的・経済的な運転管理法を確立する必要がある。

３) メタン発酵消化液について、各種の液肥化に

おける低コスト化・高付加価値化・低環境負荷化、

養液栽培や資源作物栽培での利用などの新用途

開発、現場適用型の効率的な輸送・散布方式の

開発を行う必要がある。また、農地利用に当っ

ては、土壌・作物の長期モニタリングを通して、

安全性の確保、環境負荷の低減を図る技術体系

を整備する必要がある。

４) 生産（発生）、収集、変換、貯蔵、利用、廃棄

に至る LCC（ライフサイクルコスト）及び LC

化石エネルギー消費量最小化のための効率的な

バイオマス管理手法を開発する必要がある。
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コンクリートの締固め特性に対する評価法．平

成 �� 年度農業土木学会大会講演要旨集 ．

��) 浅野勇・向後雄二・林田洋一 �00�． ポーラス

コンクリートの圧縮強度推定式について．農業

土木学会論文集 ��� 号．

��) Arangelovski,G., Mohri,Y., Matsushima, K.and 

Yamazaki,S.  �00�． Comparison of analytical and 

experimental residual displacement of an earth dam 

improved with geotextile soil bag system. ． 第 ��

回地盤工学研究発表会 ,pp���-��0．

��) 毛利栄征・山崎真司・松島健一・ゴラン アラ

ンゲロウスキー �00�． 土のうを用いたため池

堤体の実物大実験．第 �� 回地盤工学研究発表

会 ,pp����-����．

��) 松 島 健 一・ 毛 利 栄 征・Aqil Umair・Goran 

Aranglovski・弘中淳市・山崎真司 �00�． 土のう

を用いたため池堤体の振動実験．第 �� 回地盤工

学研究発表会 ,pp���-���．

��) Umail Aqil・ Kenichi Matsushima・ Yoshiyuki 

Mohri・ Shinji Yamazaki・ Fumio Tatsuoka �00�． 

Failure mechanism of geosynthetic soil bags in 

lateral shearing． 第 �� 回 地 盤 工 学 研 究 発 表

会 ,pp���-���．

��) Umail Aqil・ K. Matsushima・ Y.Mohri・ 

S.Yamazaki・ F.Tatsuoka   �00�． Application of 

stacked soil bags to repair and maintenance works 

of small earth dams．平成 �� 年度農業土木学会大

会講演要旨集 ,pp���-���．

��) Umail Aqil・ K.Matsushima・ Y.Mohri・ S.Yamazaki・ 

F.Tatsuoka �00�． Applicability of stacked soil 

bags to repair and maintenance work of small earth 

dams．横浜 IGS．

��) Wayne E. MARSHALL・ SHINOGI Yoshiyuki 

�00�． Utilization of Agricultural by-product-

based Carbons．Tech.Rep.Nat� .Rural .Eng.

Japan(No�0�,pp.���-���)．

�0) 齋藤孝則・凌祥之・山岡賢 �00�． 農業用用拝

水路流着ゴミとその炭化物の諸特性．農工研技

報 ( 第 �0� 号 ,pp���-���) ．



― �� ―

�� )  SHINOGI Yoshiyuki  �00�．  Susta inable 

Agr icu l ture  based  on  Carbon iza t ion  f rom 

Waste Products． 第 �� 回 廃 棄 物 学 会 講 論 集

( Ⅱ ,pp.����-����)．

��) Y.Shinogi・ M. Yamaoka・ T. Saito �00�． 

Sustainable Agriculture Based on Carbonization-

Prel iminary test  for  deodorant ．�th IWA 

chemical industry group conference,Nimes-

France(pp.�0�-�0�)．

��) SHINOGI Yoshiyuki・ YAMAOKA Masaru・ 

SAITO Takanori  �00�． Sustainable Agriculture 

Based on Carbonization. Case study of improvement of 

acid clay soil with wood charcoal ．The Fifth International 

Conference on Eco Balance(pp.���-���)．

��) 山岡賢・凌祥之・齋藤孝則 �00�． 水質浄化の

ための木炭の適用方法の比較 ．農業土木学会大

会講演会要旨集 (pp.���-���)．

��) 齋藤孝則・凌祥之・山岡賢 �00�． 農業用用拝

水路に流着したゴミ等の炭化物の特性．農業土

木学会大会講演会要旨集 (pp.���-���)．

��) 凌祥之・清家伸康・柴崎和夫・安村恵二朗 

�00�． 炭化による廃棄物の再資源化．日本機械

学会第 �� 回環境工学総合シンポジウム �00� 講

論集 (pp.��0-���)．

��) 凌祥之・吉田弘明・小泉健・山岡賢・齋藤孝

則 �00�． 低温領域で生成した再資源炭の基礎的

な理化学性．Journal of Ecotechnology Research(�-

�,pp.���-���)．

��) 凌祥之・ 山岡賢・齋藤孝則 �00�． 再資源炭

の肥料代替機能に関する基礎的な検討．第 �� 回

廃棄物学会講論集 ( Ⅰ ,pp.��0-���)．

��) 安村恵二朗・柴崎和夫・田村博・林幸司・凌祥之・ 

山岡賢・齋藤孝則 �00�． 有機性資源の炭化によ

る新資材化技術の開発 ( 第 � 報 )．第 �� 回廃棄

物学会講論集 ( Ⅰ ,pp.���-���)．

�0) 凌祥之・ 山岡賢・齋藤孝則 �00�． 炭化物に

よる自然電位調節機能の解明．農業土木学会大

会講演会要旨集 (pp.���-���)．

��) 柴崎和夫・安村恵二朗・林幸司・凌祥之 

�00�． 汚泥炭化物のアンモニア吸着特性．第 ��

回日本水環境学会年会講演集 (pp.��)．

��) 凌祥之・吉田弘明・小泉健・山岡賢・齋藤孝

則 �00�． 低温領域で生成した再資源炭の基礎的

な理化学性．Journal of Ecotechnology Research(�-

�,pp.��-��) ．

��) Yoshiyuki Shinogi・ Yutaka Kanri  �00�． 

Pyrolysis of plant, animal and human waste: physical 

and chemical characterization of the pyrolytic 

products．Bioresource Technology(�0,pp.���-���)．

��) 柬理裕・凌祥之・田原聖隆 �00�． 農業集落排

水処理および汚泥の炭化処理における環境負荷

の LCA 手法による算定．平成 �� 年度研究発表

会発表要旨集（農業土木学会）資源循環研究部

会 (pp.�-��)．

��) 齋藤孝則・凌祥之・山岡賢 �00�． 建設発生

木材等の炭化物の再利用に関する考察．農土誌

(��-�,pp.���-���) ．

��) Y.Shinogi・ H.Yoshida・ T.Koizumi・ M.Yam 

�00�． Basic characteristics of low-temperature 

carbon  products  f rom was t．Advances  in 

Environmental Research(�,p．

��) Y.Shinogi・ M.Yamaoka  �00�． Carbon 

Products from Waste Products-Manufacturing and 

Use．ECOMATERIALS AND ECOPROCESSES(pp.

���-���)．

��) 安村恵二朗・居安巨太郎・林幸司・凌祥 之・

山岡賢・齋藤孝則 �00�． 有機性資源の炭化によ

る新資材化技術の開発 ( 第 � 報 )．第 �� 回廃棄

物学会 ( Ⅰ ,pp.���-���) ．

��) 柬理裕・凌祥之・田原聖隆 �00�． 農業集

落排水汚泥処理を対象とした炭化技術の環

境影響評価事例．第 �� 回廃棄物学会講論集

( Ⅰ ,pp.���-��0)．

�0) 凌祥之・中川陽子・柬理裕・山岡賢 �00�． 汚

泥材料炭化物の化学肥料代替機能の解明．第 ��

回廃棄物学会講論集 ( Ⅰ ,pp.���-���)．

��) 三牧奈美・郡司掛則昭・凌祥之 �00�． 処理温

度の異なる牛ふん炭化物の肥効特性．九州農業

研究発表会講演要旨集．

��) 松丸恒夫・真行寺孝・凌祥之 �00�． 牛ふん炭

化物の施用がコマツナの生育に及ぼす影響 ．日

本土壌肥料学会関東支部大会講演会要旨集．

��) 鈴木伸治・凌祥之・執行盛之 �00�． 炭化の

LCA 解析に関する基礎的考察－農業集落排水汚

泥を対象とした温室効果ガスへの影響－．農業

土木学会大会講演会要旨集 (pp.���-���) ．
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��) 齋藤孝則・凌祥之・山岡賢 �00�． 流着ゴミ炭

の再利用に関する研究．農業土木学会大会講演

会要旨集 (pp.���-���) ．

��) 凌祥之・山岡賢 �00�． 資源循環における農地

還元及び炭化技術について．農業土木学会大会

講演会要旨集 (pp.��-��)．

�� )  Yosh iyuk i  Sh inog i   �00�．  NUTRIENT 

LEACHING FROM CARBON PRODUCTS 

OF SLUDGE．American Society Agricultural 

Engineering(pp.�-�)．

�� )  Y. Shinogi  �00�．  Pyrolys is as a waste 

technology: perspective and issues．Waste 

Management in Japan(pp.���-���)．

��) Yutaka Kanri・Yoshiyuki Shinogi・Kiyotaka 

Tahara �00�． Case study of carbonization 

techno logy  f o r  recyc l i ng  was te  b iomass．

The  S i x t h  I n t e r n a t i o n a l  Co n f e r e n c e  o n 

EcoBalance(pp.���-��0)．

��) 凌祥之・柬理裕 �00�． 再資源炭の微生物 , 発

熱に関する基礎研究．H�� 農業土木学会大会講

演会講演要旨集 (pp.���-���)．

�0) 凌祥之・柬理裕 �00�． 物質循環を目的とした

バイオマス炭化技術とその応用．平成 �� 年度農

業機械学会関東支部セミナー資料 (pp.��-��)．

��) 柬理裕・凌祥之・田原聖隆 �00�． 農業集落排

水処理および汚泥の炭化処理における環境負荷

の算定．第 �� 回廃棄物学会研究発表会講演論文

集 �00�(pp.���-���) ．

��) 山岡賢・凌祥之・廣瀬裕一 �00�． 伐採木チッ

プの簡易炭化とチップ炭の物性．H�� 農業土木

学会大会講演会講演要旨集 (pp.���-���) ．

��) 凌祥之 �00�． 炭化，問題点と展望，．第 � 回

木質炭化学会研究発表会講演要旨（pp.�-�）．

２．バイオマスの地域循環利用システム化技術の開

発

�) 合崎英男 �00�．地域資源循環に向けた消費者の

協力行動の分析．平成 �� 年度農業土木学会講演

要旨集．��-��．

�) 合崎英男 �00�a．堆肥化施設設計マニュアルに

おける堆肥利用農家の意向把握手法の検討．第

��回農業土木学会関東支部大会講演会講演要旨．

��-��．

�) 合崎英男 �00�b．マーケティング手法によるバ

イオマス再生資源の需要者評価．シンポジウム

「地域のバイオマス利活用推進に向けたチャレン

ジ」．東京．��-��．

�) 合崎英男 �00�c．選択実験によるバイオマス再

生資源の需要予測とマニュアル化．農林交流セ

ンターセミナー「バイオマスの利活用をいかに

評価するか」．つくば．��-��．

�) 合崎英男 �00�d．耕種農家による家畜ふん尿堆

肥需要量の簡便な予測手法．農工研農村計画部

編、むらづくりテグダス．�．

�) 合崎英男 �00�e．表計算ソフトを利用した選択

実験の計算手順．農業工学研究所農村計画部編、

むらづくりテグダス．��．

�) 合崎英男 �00�a．選択実験を活用した個別主体

の意思決定分析．東京農工大学 �� 世紀 COE「新

エネルギー・物質代謝と『生存科学』の構築」

第 � 回 GIS/LCA 利用技術ワークショップ「循環

型社会における消費行動と意識」．��-��．

�) 合崎英男 �00�b．農業経営学分野における選択

型コンジョイント分析の活用と課題－座長解題

－．平成 �� 年度日本農業経営学会研究大会報告

要旨．Ⅰ :��．

�) 合崎英男 �00�c．バイオマス再生資源の需要量

予測．「講座バイオマス利活用」（その６）．農業

土木学会誌．��(��):��-�0．

�0) 合崎英男 �00�a．バイオマス再生資源の需要量

予測．農林水産バイオリサイクル研究「システ

ム化サブチーム」編、「バイオマス利活用システ

ムの設計と評価」．���-���．

��) 合崎英男 �00�b．選択実験による堆肥需要予測

の提案．農業土木学会誌．��（�）:��-��．

��) 生村隆司 �00�．各種バイオマス変換技術の性

能・コスト評価．各種再資源化施設の性能･コス

ト評価委員会．シンポジウム「地域のバイオマ

ス利活用推進に向けたチャレンジ」．農林水産バ

イオリサイクル研究「システム化サブチーム」．

��-��．

��)Inoue, T. et.al. �00�. Cadmium content of 

fertilizers in Japan and the estimation of the 

cadmium load on farm through the fertilizer 

application. Proceedings of third intermanional 

conference on contaminante in the soil environment 
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in the Australasia-Pacific region. �0.

��)J. Chen and Kobayashi, H. �00�a. A Study 

on Material Flow/Stock Change in Agricultural 

Villages through Alteration of Farming System in 

Jiangsu Province, China － An Approach to Land 

Use/Management Classification and Nitrogen/

Carbon Flow/Stock Analysis in Rural Areas . �rd 

International Nitrogen Conference. 

��) 小林　久・陳　杰 �00�a．農地管理の違いが土

壌の炭素貯蔵量に及ぼす影響とその評価に関す

る考察－農業を対象とする LCA 的分析における

土地資源の扱いと被害量算定の意義－．農業土

木学会論文集．��0:��-�0�．

��) 小林　久 �00�b．地域資源・地域環境評価の

ための物的勘定の試み－地域物質代謝構造の分

析手法開発へのアプローチ－．環境情報科学．

��(�):��-��．

��)Kobayashi, H. and Kubota, T. �00�c. A Study on 

the Spatial Distribution of Nitrogen and Phosphorus 

Balance, and Regional Nitrogen Flow through Crop 

Production . Environmental Geochemistry and 

Health. ��:���-���. 

��) 小林　久 �00�d．LCA によるバイオマス資源

循環システムの評価．セミナー「バイオマスの

利活用をいかに評価するか」．つくば．��-��．

�0) 小林　久・島田和宏・小島浩司・柚山義人

�00�．バイオマス利活用の評価手法．講座「バ

イオマス利活用」（その７）．農業土木学会誌．

��(��):��-��．

��) 小林　久・柚山義人 �00�a．LCA 手法を適用し

たバイオマス資源循環の評価－肉用牛・耕種複

合経営の物質フローとリサイクルプロセスの事

例的分析－．農業土木学会論文集．���:��-��．

��) 小林　久 �00�b．ライフサイクル的思考による

肥料投入の環境影響評価．肥料 �0�:�0-��．

��) 小林　久 �00�d．農家から地域レベルのバイ

オマス利活用システムの評価事例．農林水産バ

イオリサイクル研究「システム化サブチーム」

編、「バイオマス利活用システムの設計と評価」．

��0-���．

��) 小林　久・小島浩司 �00�e．LCA 適用の有効

性と課題．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シ

ステムの設計と評価」．���-���．

��) 小林　久 �00�f．輸入飼料の地域別ライフサイ

クル・エネルギー消費量および GHG 排出量デー

タベース．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シ

ステムの設計と評価」．���-���．

��) 小林　久・柚山義人 �00�g．輸入飼料の供給地

域別ライフサイクル・エネルギー消費量および

GHG 排出量の推計．環境情報科学．��(�):��-��．

��) 小林　久 �00�h．ブラジルにおける燃料エタ

ノールの生産・利用の現状と評価（LCA 手法に

よるサトウキビからの燃料エタノールの Well-

to-Wheel 評価）．農業土木学会誌．��(�0):��-�0．

��) 小長谷暁・小林　久 �00�．灌漑システムおよ

び農法の違いが水田水域における食物連鎖に及

ぼす影響（安定同位体比を用いた水田水域の食

物連鎖構造の解析に向けた検討）．農村計画学会

論文集．�:��-��．

�0) 小島浩司．�00�a．特定再資源化技術の LCA

解析．セミナー「バイオマスの利活用をいかに

評価するか」．つくば．��-��．

��) 小島浩司．�00�b．経済・環境統合勘定による

バイオマス資源循環システムの評価．セミナー

「バイオマスの利活用をいかに評価するか」．つ

くば．��-��．

��) Kojima, K .�00�. Biomass Based Resources 

Recycl ing System in the Rural Community. 

Workshop on sustainable agriculture and rural 

development. Bangkok.��-��.

��) 小島浩司 �00�a．家畜ふん尿利活用システムの

評価事例．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シ

ステムの設計と評価」．���-���．

��) 小島浩司・鵜飼隆広 �00�b．バイオマス利活用

システムの環境・経済・社会面での統合的評価．

農林水産バイオリサイクル研究「システム化サ

ブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設

計と評価」．���-���．

��) 小島浩司・柚山義人 �00�．バイオマス利活用

システムの経済・環境面での統合的な評価手法

の開発．農業土木学会資源循環研究部会論文集．

�:��-��．

��) 駒田充生・三島慎一郎 �00�．重金属の安全性
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からみた問題点．農林水産バイオリサイクル研

究「システム化サブチーム」編、「バイオマス利

活用システムの設計と評価」．��-�0�．
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マスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究

所．��-��．

��) 寺嶋芳江 �00�．スギ水蒸気爆砕物のシイタケ

培地基材適性．日本森林学会関東支部大会論文

集（第 �� 回）．（投稿中）

��) 山口教光・森本慎一郎・森俊介・望月和博・

迫田章義 �00�．バイオマスタウン設計における

バイオマス収集コストと導入システムの評価．

エネルギー資源学会 第 �� 回エネルギーシステ

ム・経済・環境コンファレンス．��-�．

��) 柚山義人 �00�f．バイオマス利活用の現状と展

望．特別講演資料．環境カウンセラー千葉県協

議会．�0．

��) 柚山義人 �00�g．千葉県北東部におけるバイオ

マス多段階利用の地域実証研究．平成 �� 年度農

業土木学会大会講演要旨集．��-��．

��) Yuyama, Y., Sakada, A., Mochidzuki, K., Usui, T. 

and Nakamura, �00�h. M. Challenge to Demonstrate 

a Cascade Use System of Biomass, GGAA�00� (�nd 

International Conference on Greenhouse Gases and 

Animal Agriculture, Zurich, ���-��0.

�0) 柚山義人・高橋順二 �00�i．バイオマスの健全

な利活用を目指した社会技術の開発～農林水産

バイオリサイクル研究の推進を通して見えてく

る課題～．平成 �� 年度研究調査実報告に向けた

検討会（第２回）資料．（独）農業・生物系特定

産業技術研究機構研究調査室．��．

��) 柚山義人 �00�j．千葉県山田町におけるバイオ

マス多段階利用の地域実証研究．農産物流通技

術研究会第 ��� 回例会資料．�．

��) 柚山義人・中村真人 �00�k．バイオマス利活用

に係わる諸手続の実施事例．農業土木学会資源

循環研究部会論文集．第１号．��-��．

��) 柚山義人 �00�l．バイオマス利活用による持続

可能な循環型社会システムの構築を目指して．

バイオマスシンポジウム �00�．東京大学．�-��．

��) 柚山義人・日下部正徳・阿部邦夫・中澤幸介

�00�z-c．バイオマスタウン構築に向けてのプロ

ローグ．農業土木学会誌．��(�):�-�0．

��) Yuyama, Y., Sakoda, A., Mochidzuki, K., Abe, 

K., Ichihara, A., Watanabe, H. and  Kusakabe, M. 

�00�z-d. Evidential Study on a Cascade Use System 

of Biomass in Northeastern Chiba Prefecture of 

Japan, Proc. of Biomass-Asia Forum, Tokyo, ��.

��) Yuyama, Y., Sakoda, A., Mochidzuki, K., Abe, 

K. and Nakamura, Y. �00�z-e. Circulative Farming 

System Using Bio-liquid Fertilizer Produced BY 

Methane Fermentation, Proc. of the ��th World 

Fertilizer Congress, Chiang Mai, �.

��) 柚山義人 �00�z-k．農畜産系バイオマス多段階

利用の可能性と課題．日本エネルギー学会ガス

化部会勉強会．東京．��．

��) 柚山義人 �00�z-l．バイオマス多段階利用推進

の要件．第 �� 回バイオマスサロン．日本有機資

源協会．��．

��) 柚山義人 �00�z-n．バイオマス利活用システ

ム計画手法の開発と地域実証研究．総合科学技
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術会議科学技術連携施策群バイマス利活用連携

群「バイオマス利活用に向けた我が国の取組－

各省は今」平成 �� 年対象施策成果報告会要旨集．

��-�0．東京．

��) 柚山義人 �00�z-o．地域を動かすバイオマス利

活用．平成 �� 年度農業土木学会中国四国支部第

�� 回支部研修会テキスト．��-��．

��) 柚山義人 �00�z-p．バイオマス利活用システム

の計画手法と実証試験．第 �� 回廃棄物学会研究

発表会小集会（バイオマス系廃棄物研究部会）．

北九州市．��-��．

��) 柚山義人 �00�z-q．地域活性化のためのバイ

オマス利活用モデルの構築．バイオ燃料研究推

進連絡協議会及び農研機構バイオマス研究セン

ターの設立式並びに研究情報交換会資料．つく

ば．�0．

��)柚山義人�00�c．未来を拓くバイオマスタウン．

JAGREE．��．（社）農業土木事業協会．��-�0．

�00) 柚山義人 �00�d．アグリ・バイオマスタウン

の構築に向けて．平成 �� 年度関東東海北陸農業

試験研究推進会議（作業技術部会）．��-�0．

�0�) 柚山義人 �00�e．地域バイオマス資源循環シ

ステムの構築と必要な技術開発．平成 �� 年度関

東東海北陸農業試験研究推進会議（関東東海・

土壌肥料部会）．��-���．

�0�) 柚山義人・中村真人・山岡　賢 �00�f．メタ

ン発酵消化液の利活用技術（研究展望）．農業土

木学会論文集．���．���-���．

�0�) 柚山義人 �00�g．おらが「バイオマスタウン」

の構築に向けて．農林水産バイオリサイクル研

究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・

バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工

学研究所．�-�．

�0�) 柚山義人 �00�h．評価の視点と留意事項．農

林水産バイオリサイクル研究「システム実用化

千葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン

構築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構農村工学研究所．��-��．

�0�) 柚山義人・阿部邦夫・矢沢　裕 �00�i．液肥

の種類と利活用の試験方法．農林水産バイオリ

サイクル研究「システム実用化千葉ユニット」編、

「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロー

グ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究

機構農村工学研究所．��-��．

�0�) 柚山義人・迫田章義・阿部邦夫 �00�j．シス

テム化技術．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研

究所．�0-��．

�0�) 柚山義人 �00�k．社会制度．農林水産バイオ

リサイクル研究「システム実用化千葉ユニット」

編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロー

グ」．独立行政法人農業・食品産業技術総合研究

機構農村工学研究所．��-��．

�0�) 柚山義人 �00�l．ビジネスモデル．農林水産

バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユ

ニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へ

のプロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構農村工学研究所．��-��．

�0�) 柚山義人・山岡　賢・中村真人 �00�m．研究

開発戦略．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研

究所．��-��．

��0) 柚山義人・迫田章義・阿部邦夫 �00�n．今後

の予定と次期プロジェクト構想．農林水産バイ

オリサイクル研究「システム実用化千葉ユニッ

ト」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へのプ

ロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技術総

合研究機構農村工学研究所．�0�-�0�．

���) 柚山義人・清水夏樹・阿部邦夫・横溝太郎

�00�o．農事組合法人を軸とした資源循環型農業

システム．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」．独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研

究所．���-��0．

���) 柚山義人 �00�p．社会技術に仕上げる．農林

水産バイオリサイクル研究「システム実用化千

葉ユニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構

築へのプロローグ」．独立行政法人農業・食品産

業技術総合研究機構農村工学研究所．���-���．

���) 柚山義人 �00�q．実証研究の概要．農林水産
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バイオリサイクル研究「システム実用化千葉ユ

ニット」編、「アグリ・バイオマスタウン構築へ

のプロローグ」．独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構農村工学研究所．���-���．

���) 柚山義人・矢沢　裕・阿部邦夫 �00�r．産業

廃棄物処理試験報告書．農林水産バイオリサイ

クル研究「システム実用化千葉ユニット」編、「ア

グリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」．

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所．���．

���) 柚山義人・矢沢　裕・市原　昭・矢野　聡・

関　建司・若松孝彦・池田雅司・宮嶋昌一・

阿部邦夫・迫田章義・望月和博・下ヶ橋雅樹

�00�s．諸手続き．農林水産バイオリサイクル研

究「システム実用化千葉ユニット」編、「アグリ・

バイオマスタウン構築へのプロローグ」．独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工

学研究所．���-���．

���) 柬理裕・凌祥之 �00�． 宮古島における肉牛

ふん尿の農地施用の実態把握 ．農業工学研究所

技報 ( 第 �0� 号 ,pp.�0�-��0)．

���) 柬理裕・凌祥之 �00�． 宮古島におけるバイ

オマス利活用に関する評価手法の検討．農業工

学研究所技報 ( 第 �0� 号 ,pp.���-���)．

���) 中川陽子・凌祥之 �00�． DNDC モデルの硝

酸態窒素溶脱量予測における適合性の検討とモ

デルシミュレーションの応用 ．農業工学研究所

技報 ( 第 �0� 号 ,pp.���-���)．

���) 柬理裕・凌祥之・田原聖隆 �00�．宮古島

における農業の環境影響算定シミュレータの

開 発．Journal of Life Cycle Assessment, Japan, 

(��-�,pp.���-���)．

��0) Tatsuki Ueda・ Yoshiyuki Shinogi・ Masaru

Yamaoka �00�． Biological nitrate removal using 

sugar-industry wastes．Paddy Water Environ 

(�,pp.���-���) ．

���) 上野正実・川満芳信・小宮康明  �00�． サト

ウキビを主体にした島嶼農業の再生とバガスの

炭化，特集「バイオエネルギー資源の生産・製

造とその展開」 ．農業機械学会誌 (��-�,pp.�� －

��)．

���) SHINOGI Yoshiyuki・KANRI　Yutaka �00�． 

Bridge between cultivated and livestock farmers 

in terms of biomass utilization．World Congress: 

Agricultural Engineering for a Better World．

���)SHINOGI Yoshiyuki・CHEN Yan  �00�． 

Characteristics of Carbon Products with Superheated 

Steam Method │．�thi-CIPEC(pp.���-���)．

���) SHINOGI Yoshiyuki・ KANRI Yutaka・ 

S H I M A  T a k e o  � 0 0 �．  D e v e l o p m e n t  o f 

Environmental Simulator in Miyako-Island, 

Japan．The Seventh International Conference on 

EcoBalance(pp.���-���) ．

���) 凌祥之・陳嫣 �00�． 過熱水蒸気炭化法によ

る炭化物の性状（基礎解析）．第 � 回木質炭化学

会研究発表会講演要旨集 (pp.��-��) ．

���) 柬理裕・藤家里江・中川陽子・凌祥之 �00�． 

土壌診断を軸にしたバイオマス利活用の推進と

そのための組織づくり ．平成 �� 年度農業土木

学会大会講演要旨集 (pp.���-���)．

���) 陳嫣・凌祥之 �00�． バイオマス変換物の農

地還元が野菜生育に与える影響 ．平成 �� 年度

農業土木学会大会講演要旨集 (pp.���-���) ．

���) 凌祥之・陳嫣 �00�． 過熱水蒸気炭化法で製

造した炭化物の基礎理化学性 ．第 �� 回廃棄物

学会研究発表会講演論文集 �00�(pp.���-���) ．

���) Masami Ueno・ Eizo Taira・ Yoshinobu 

Kawamitsu・Yasuaki Komiya �00�． Measurement 

of compost quality using FT-NIR．Proceedings 

of Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared 

Spectroscopy, ���-���, Hanyang University, 

Korea．

��0) Yoshinobu Kawamitsu・ Eizo Taira・ Masami

Ueno・ Yasunori Fukuzawa・ Takeru Azama・ 

Ryota Matsukawa・Koh Kikuchi  �00�． Nutritional 

Diagnosis Method using NIR System in order to 

Increase Sugarcane Production．Proceedings of 

Japan-Korea Joint Symposium on Nondestructive 

Evaluation Technology. June ��-�0, �00�, Soul. 

���) Eizo Taira・ Masami Ueno・ Yoshinobu 

K awam i t s u・  R y o t a  Ma t s u k aw a   �00�． 

Development of the Quality Evaluation System 

for the Shredded Sugarcane．Proceedings of 

Japan-Korea Joint Symposium on Nondestructive 

Evaluation Technology. June ��-�0, �00�, Soul.

���) Masami Ueno・ Yoshinobu Kawamitsu・ 
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Yasuaki Komiya and Liya Sun �00�． Carbonization 

and gasification of bagasse for efficient utilization 

of sugarcane biomass ．XXVI Internal Congress 

of ISSCT(International Society of Sugar Cane 

Technologists), South Africa．

���) Takeru Azama・ Yoshinobu Kawamitsu Yasunori 

Fukuzawa・ Masami Ueno and Yasuaki Komiya 

�00�． Effects of potassium on photosynthesis and 

sugar yield in sugarcane．XXVI Internal Congress 

of ISSCT, South Africa．

���) Yasunori Fukuzawa・ Yoshinobu Kawamitsu・ 

Ma s am i  Ueno  a n d  Ak i h i r o  No s e  �00�． 

Characteristics of photosynthesios and biomass 

production at extreme early stage in sugarcane．

XXVI Internal Congress of ISSCT, South Africa．

���) Masami Ueno・ Md. Akbar Hossain・ Yoshinobu 

Kawamitsu and Yasuaki Komiya �00�． Estimation 

of Bagasse Charcoal for Crop Production Using 

Spectrometer and Digital Camera．日本作物学会

第 ��� 回講演会春季大会，�00�.�，東京大学．

���) 上野正実・須田堅勇・比嘉利国・平良英三・

川満芳信 �00�． NIR によるたい肥の多成分計測

に関する研究．日本作物学会第 ��� 回講演会春

季大会，�00�.�，東京大学．

���) 福澤康典・川満芳信・上野正実 �00�． ファ

イトマー数がサトウキビの初期生長に与える影

響．日作紀 (��( 別 �),pp��-��)（東京大学）．

���) 川満芳信・ 安座間健・福澤康典平良英三・

上野正実  �00�． 糖含量の異なるサトウキビの

光合成速度及び糖蓄積に与えるカリウムの影響．

日作紀 (��( 別 �),pp���-���)（東京大学）．

���) 宮城勝美・川満芳信・小宮康明・上野正実 

�00�． サトウキビ属（Saccharum spp）および

ネピアグラス（Pennisetum Purpureum Schumach）

の光利用効率に対する有機物施用効果．日作紀 

(��( 別 �),pp���-���)（東京大学）．

��0) 宮城勝美・川満芳信・小宮康明・上野正実

�00�． サトウキビ属およびネピアグラスの群落

内 CO� 濃度の日変化とプロファイル．日作紀 

(��( 別 �),pp��0-���)（東京大学）．

���)A. AL-SAIDI・ A. ESECHIE & Y. KAWAMITSU

│ �00�． Salt tolerance of Acacia tortilis, Prosopis 

cineraria and Ziziphus spina-christi ．日作紀 (��(別

�),pp���-���)（東京大学）．

���) 上野正実・平良英三・松川亮太・川満芳信 

�00�． NIR によるサトウキビの迅速栄養診断シ

ステムの開発 . 第１報．乾燥葉および生葉のミ

ネラル成分計測．日作紀 (��( 別�),pp���-���)（東

京大学）．

���) 上野正実・須田堅勇・比嘉利国・平良英三・

川満芳信 �00�． NIR によるたい肥の多成分計測

に関する基礎的研究．日作紀 (��(別�),pp���-���)

（東京大学）．

���) 川満芳信・四釜研之介・小宮康明・芳賀聖・

上野正実 �00�． 各種バイオマス炭がサトウキ

ビの収量及び品質に与える影響．日作紀 (��( 別

�),pp��0-���)（東京大学）．

���) Masami Ueno・ Md. Akbar Hossain・ Yoshinobu 

Kawamitsu and Yasuaki Komiya �00�． Estimation 

of Bagasse Charcoal for Crop Production Using 

Spectrometer and Digital Camera．日作紀 (��( 別

�),pp��0-���)（東京大学）．

���) 小宮康明・川満芳信・上野正実  �00�． バガ

ス炭による土壌改良効果の持続性と適正混合率．

平成 �� 年度農業土木学会大会講演発表会（宇都

宮市）．

���) 小宮康明・上野正実・川満芳信・任莉紗・新

城俊也 �00�． 下水汚泥炭の地盤材料としての力

学挙動．第��回農業土木学会九州支部講演会（宮

崎市）．

���) 平良正彦・凌 祥之・上野正実・川満芳信・小

宮康明 �00�． 宮古島農林バイオリサイクル事業．

　第１報．バイオマスの有効利用によるサトウ

キビ増産．沖縄農業研究会　第 �� 回講演会要旨

(pp.��-��)(� 月 ) ．

���) 川満芳信・安座間健・福沢康典・上野正実・

小宮康明・菊地香 �00�． カリウムが糖含量の

異なるサトウキビの光合成速度及び糖蓄積に与

える影響．第 �� 回サトウキビ試験成績発表会

(pp.�-�)(� 月 )．

��0) 上野正実・川満芳信・小宮康明・孫麗亜・東

江幸優・芳賀聖・田崎厚也 �00�． サトウキビバ

イオマスの利用に関する研究．－バガスの炭化

およびガス化プラントの開発－．第 �� 回サトウ

キビ試験成績発表会 (pp.��-��)(� 月 ) ．

���) 平良正彦・凌 祥之・上野正実・川満芳信・小
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宮康明 �00�． 宮古農林バイオリサイクル事業．

　第１報．バイオマスの施用がサトウキビの生

育に及ぼす影響．第 �� 回サトウキビ試験成績発

表会 (pp.��-��)(� 月 )．

���) 上野正実・川満芳信・平良英三・松川亮太・

津嘉山珍健 �00�． 分離小型－細裂 NIR システム

による品質評価．第 �� 回サトウキビ試験成績発

表会 (pp.��-��)(� 月 )．

���) 川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実・

小宮康明 �00�． バイオマス変換過程で発生する

CO�のリサイクル．日作紀 (��( 別�),pp.���-���)

（香川大学）(�0 月 )．

���) 川満芳信・古川 昇・宮城勝美・福澤康典・上

野正実 �00�． 裸地およびソルゴー群落におけ

る CO� プロファイルの日変化．日作紀 (��( 別

�),pp.���-���)（香川大学）(�0 月 ) ．

���) 川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実・

小宮康明 �00�． 亜熱帯地域におけるハウス内温

度と CO� 濃度の同時制御．日本生物環境調節学

会九州支部会．(�� 月 )．

���) 宮城勝美・川満芳信・福澤康典・上野正実・

小宮康明 �00�． バイオマス変換プラントから発

生する排ガスを用いた CO� 施肥．日本生物環境

調節学会九州支部会．(�� 月 )．

���) 川満芳信・古川 昇・宮城勝美福澤康典・上野

正実 �00�． サトウキビおよびソルゴー群落にお

ける CO� プロファイルの日変化．日本生物環境

調節学会九州支部会．(�� 月 )．

���) 上野正実・孫麗亜・藤田憲治・東江幸優・田

崎厚也 �00�． GIS によるバイオマス転換プラン

ト設置計画手法の検討．第 �� 回農業機械学会九

州支部講演会，�00�.�，九州大学．

���) 上野正実・川満芳信・小宮康明・芳賀　聖 

�00�． バガス炭化装置の運転特性の解析．第＊

回農業機械学会九州支部講演会，�00�.�，九州

大学．

��0) 上野正実・川満芳信・小宮康明・孫麗亜・東

江幸優・芳賀聖・田崎厚也 �00�． サトウキビバ

イオマスの利用に関する研究―バガスの炭化お

よびガス化プラントの開発―．第 �� 回サトウキ

ビ試験成績発表会，�00�.�，メルパルク沖縄．

���) 森岡泰樹・中田俊彦 �00�． 技術特性および

経済性を考慮した地域バイオマス統合利活用シ

ステムの最適設計．第２回バイオマス化学会議．

���) 森岡泰樹・中田俊彦 �00�． 地域循環型エネ

ルギーシステムの提案．平成 �� 年　電気学会全

国大会．

���) 陳嫣・凌祥之 �00�． バイオマス変換物の

農地施用が作物生育および土壌の理化学性に

与える影響の解明 ．農業土木学会論文集 (��0

号 ,pp.���-���)．

���) Y.Shinogi・ T. Ueda・ Y. Nakagawa・ Chen 

Yang・ Y. Kanri  �00�． Biomass refinery system, 

--A research project in Miyako Island,Okinawa, 

Japan．Proceeding of Biomass-Asia Forum(pp.��-��) ．

���) Chen Yan・Shinogi Yoshiyuki and Nakamura 

Yosh i f um i   �00�．  INFLUENCE OF THE 

APPLICATION OF CONVERSION BIOMASS 

TO SIMAJIRI-MAHJI SOIL ON VEGETABLE 

GROWTH,SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES．��th World Fertilizer Congress 

Proceeding．

���) Yoshiyuki Shinogi・ Nakamura Yoshifumi �00�． 

OPTIMAL BIOMASS REFINERY SYSTEM _Case 

study at Miyako Island,Japan-,��th Fertilizer 

Congress Proceeding．��th World Fertilizer 

Congress Proceeding．

���) Tatsuki Ueda・ Yoji Kunimitsu・ Yoshiyuki 

Shinogi  �00�． Reuse of rice husk in Thailand．

�nd Biomass Asia Workshop,Bangkok,Thailand,Dec.�

00�．

���) Yoshiyuki Shinogi �00�． Sustainable agriculture 

based on biomass utilization, Case study in a 

closed environment in Japan．An ASAE Meeting 

Presentation 0��0��(pp.�-�) ．

��� )  Y .Sh i nog i・  T .Ueda・  Y .Nakagawa・ 

Y.Chen・Y.Kanri    �00�． OPTIMAL BIOMASS 

UTLIZATION SYSTEM-Research case study at 

Miyako Island, Japan．International Agricultural 

Engineering Conference Proceeding．

��0) 柬理裕・凌祥之・田原聖隆 �00�． 宮古島に

おける農業の環境影響算定シミュレータの開発．

日本 LCA 学会大会．

���) 凌祥之・上田達己・中川陽子・陳嫣・柬理裕 

�00�． 閉鎖環境における島嶼バイオマス循環シ

ステムについて．第 �� 回廃棄物学会研究発表会
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講演論文集 (pp.���-���)．

���) 凌祥之・上田達己・中川陽子・陳嫣・柬理裕・

亀山幸司 �00�． 宮古島におけるバイオマス循環

利用システム実証研究．平成 �� 年度農業土木学

会大会講演要旨集 (pp.���-���) ．

���) 陳嫣・凌祥之 �00�． 炭化物の混入が宮古

島の島尻マージ土壌の理化学性に与える影

響．平成 �� 年度農業土木学会大会講演要旨集

(pp.���-���) ．

���) 上田達己・凌祥之・山岡賢 �00�． 製糖廃棄

物を利用した硝酸態窒素除去．平成 �� 年度農業

土木学会大会講演要旨集 (pp.���-���)．

���) 柬理裕・凌祥之 �00�． 宮古島におけるバイ

オマス利活用システムの評価手法の開発，農家

レベルの物質フローのモデル化と CO� 排出量の

算定．平成 �� 年度農業土木学会大会講演要旨集

(pp.���-���)．

���) 中川陽子・凌祥之 �00�． 島尻マージ土壌か

らの硝酸態窒素溶脱量とその予測．日本土壌肥

料科学学会講演要旨集 ( 第 �� 集 pp.���)．

���) 川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実 

�00�． サトウキビ属 (Saccharum spp.), ネピアグ

ラス (Pennisetum purpureum) の光利用効率に対す

る有機物施用効果．農業環境工学関連合同大会

　講演要旨集 (pp.���)・金沢大学．

���) 川満芳信・宮城勝美・福澤康典・上野正実 

�00�． 無線LANを活用した圃場画像・微気象デー

タ収集システムの開発．農業環境工学関連合同

大会　講演要旨集 (pp.��0)・金沢大学．

���) 上野正実・川満芳信・小宮康明・松嶋卯月・

高柴哲平・芳賀聖 �00�． バガス炭の吸着性に関

する研究　－ CO� の吸着特性－．農業環境工学

関連合同大会　講演要旨集 (pp.���)・金沢大学．

��0) 上野正実・川満芳信・小宮康明・芳賀聖

�00�． 宮古島におけるバイオ・エコシステムの

構築に関する研究（第１報）－基本システムの

開発－．農業環境工学関連合同大会　講演要旨

集 (pp.��0)・金沢大学．

���) 上野正実・川満芳信・小宮康明・芳賀聖・田

中順一・仲宗根彰・東江幸優 �00�． 下水汚泥炭

のエネルギー利用に関する基礎研究．農業環境

工学関連合同大会　講演要旨集 (pp.���)・金沢大

学．

���) 上野正実・川満芳信・小宮康明 �00�． さと

うきびバイオマス活用に関する実証研究 ．第 �

回さとうきび研究会・鹿児島市．

���) 上野正実・川満芳信・小宮康明 �00�． 島しょ

型バイオマス循環システムの構築．農業施設学

会国際バイオマスシンポジウム・熊本．

���) Masami UENO・ Yoshinobu KAWAMITSU・ 

Yasuaki KOMIYA �00�． Construction of biomass 

recycling system for small islands．農業施設学会国

際バイオマスシンポジウム・熊本．

���) Yoshiyuki SHINOGI・Masami UENO(University 

of Ryukyu)・Yasuaki KOMIYA(University of 

Ryukyu)・Yoshinobu KAWAMITSU(University of 

Ryukyu)  �00�． Material Circulation System based 

on Pyrolysis．The Sixth International Conference 

on EcoBalance(pp.���-���) ．

��� )  Yan Chen( Independent Admin istrat ive 

I n s t i t u t i on ,  Na t i ona l  I n s t i t u t e  f o r  Ru r a l 

Engineering, Japan)・ Machito Mihara (Faculty 

Regional Environment Science,Tokyo University 

of Agriculture, Japan) �00�． Study on the 

Influence of Soil Erosion in Upland Field on Water 

Quality．Participatory Strategy for Soil and Water 

Conservation(pp.��-��) ．

���) 陳嫣・凌祥之 �00�． 炭化を含むバイオマス

循環利用技術の開発に関する基礎的研究 ．平成

�� 年度農業土木学会資源循環研究部会研究発表

会発表要旨集 (pp.��-��)．

���) 松野　裕，八丁信正，家島章旨，凌　祥之

（�00�）；都市近郊地域の物質循環：奈良市大和

川流域内における窒素フローの算定，環境科学

会誌，��(�), pp.���-�0�

���) 凌祥之（�00�）；バイオマス生産及び利用

における最適な評価手法の検討，日本作物学

会第 ��� 回講演会　国際・公開シンポジウム , 

pp.���-���

��0) 凌祥之，内田実，亀山幸司（�00�）；畑地

の大気保全及び気候緩和機能に関する文献整理，

平成 �� 年度農業土木学会大会講演要旨集

���) Yoshiyuki Shinogi（�00�）; Preliminary research 

on externality of farmland，Preliminary case study 

for non-rice paddy，An ASAE Meeting Presentation 

0��0��, pp.�-�
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���) 亀山幸司，凌　祥之，中川陽子，東江幸優，

芳賀聖，田崎厚也，上野正実，川満芳信，小宮

康明（�00�）；宮古島に設置したバイオマス変換

プラント群のライフサイクル分析，第 � 回日本

LCA 学会研究発表会講演要旨集，pp.���-���

Ⅸ　特許取得・申請　

１．農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術開発

�) 「被汚染媒体からの汚染物質除去方法」（特願

�00�-������）久保田洋、谷茂、

竹中千里　他

�) 「築堤土の製造及びフィルダムの堤体改修方

法」( 特願 �00�-0�0���) 谷茂、福島伸二、北島明、

酒巻克之

�) 「アマモ場造成手法」( 特願 �00�-�0���� 号、

出願日：�00� 年 � 月 �� 日 )

　　森口朗彦、高木儀昌（水産工学研究所）

２．バイオマスの地域循環利用システム化技術の開

発

�)　「バイオマス資源循環利用診断プログラム」（著

作物登録番号：Ｐ第８３５７号－１；著作物登

録日：平成 �� 年８月 �0 日）（著作者の氏名：独

立行政法人農業工学研究所、独立行政法人農業・

生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人森

林総合研究所、独立行政法人農業環境技術研究

所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、

独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水

産総合研究センター、財団法人日本農業土木総

合研究所、内外エンジニアリング株式会社）

�)「豚用養分要求量計算・飼料診断プログラム」( 日

本飼養標準・豚 �00� 年版に添付 )

　　登録番号：機構Ｇ－０２　登録日：平成１７

年 ４月１１日

　　著作者：荻野暁史、島田和宏、賀来康一（畜

産草地研究所）

�)「英語版肉用牛飼料設計プログラム」

　　登録番号：機構Ｇ－０１　登録日：平成１７

年 ４月１１日

　　著作者：島田和宏（畜産草地研究所）

３．バイオマス循環システムの構築及び実証に関

する研究

�)　山岡 賢・柚山義人・中村真人 �00�．メタン発

酵消化液の濃縮装置及びその濃縮方法 ( 特許出

願 )．特願 �00�-������

Ⅹ　研究担当者　

第１編　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術

の開発

第１章　底泥土の処理及び再利用技術の開発

１　ため池底泥土の固化及び再利用技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所

谷　茂＊

独立行政法人土木研究所寒地土木研究所

横濱充宏、中川靖起、今井　啓

株式会社フジタ技術センター環境研究部

金子和己、＊菅原玲子、北島信行、久保田

洋

２　軟弱底質の固化処理方法と藻場造成への利用に

関する研究

独立行政法人水産総合研究センター水産工学

研究所

坪田幸雄、佐伯公康、森口朗彦、高木儀昌

第２章　コンクリート廃材の処理及び再利用

１　コンクリート廃材処理及び環境調和型利用技

術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所

毛利栄征、向後雄二

独立行政法人農業工学研究所

浅野　勇

国立大学法人東京大学　大学院工学系研究科

龍岡文夫

鹿島建設株式会社技術研究所

佐藤健司

第３章　有機性資源の炭化による新資源化技術の

開発

１　農地や農村地域における再資源炭の活用技

術の開発

独立行政法人農業工学研究所
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凌　祥之＊、山岡　賢、齋藤孝則、藤森新作、

大井節男、長谷部均、白谷栄作

熊本県農業研究センター

郡司掛則昭

千葉県農業総合研究センター

金子文宜、松丸恒夫，真行寺孝

２　有機性廃棄物の自燃式炭化方法の高機能化

技術の開発

独立行政法人農業工学研究所

凌　祥之＊、山岡　賢、齋藤孝則

株式会社　東芝

武田竜寿、仕入英武、柴崎和夫、居安巨太

郎、林　幸司、安村恵二朗

第２編　バイオマスの地域循環利用システム化技

術の開発

第１章　バイオマス資源の適切なマテリアル・フ

ローの解明

１　地域におけるバイオマス資源循環利用診断

モデルの開発

独立行政法人農業工学研究所

柚山義人＊、中村真人、凌　祥之

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究

機構畜産草地研究所

池口厚男、島田和宏、荻野暁史、寳示戸雅

之、神山和則、佐々木寛幸

独立行政法人森林総合研究所

高野　勉、藤本清彦、松村ゆかり

独立行政法人食品総合研究所

椎名武夫

独立行政法人水産総合研究センター

田坂行男

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究

機構中央農業総合研究センター

菅原幸治＊

財団法人日本水土総合研究所

堀畑正純、島田眞司

２　各種再資源化施設の性能・コスト評価

社団法人日本有機資源協会

小原章彦、生村隆司

独立行政法人農業工学研究所

柚山義人＊、中村真人

３　新たなバイオマス資源循環システム導入の評

価手法の開発

（１）総括

独立行政法人農業工学研究所

柚山義人＊、森　淳、中村真人

（２）再生資源の需要量予測手法の開発

独立行政法人農業工学研究所

合崎英男＊

（３）LCA によるバイオマス資源循環システム

の評価

国立大学法人茨城大学農学部

小林　久 *

独立行政法人農業工学研究所

柚山義人

（４）LCA による畜産糞尿の循環利用システム

の評価

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究

機構畜産草地研究所

池口厚男＊、島田和宏、寳示戸雅之、神山

和則

（５）経済・環境統合勘定によるバイオマス資

源循環システムの評価、特定再資源化技術の

LCA 解析

株式会社三菱総合研究所

小島浩司＊

独立行政法人農業工学研究所

柚山義人

（６）安全性からみたバイオマス資源循環シス

テムの評価

独立行政法人農業環境技術研究所

駒田充生＊、三島慎一郎、井上恒久

４　バイオマス資源循環システムの空間分布解

析

独立行政法人農業工学研究所

島　武男＊、小川茂男

第２章　国レベルのバイオマス資源循環実態の解

明

１　国レベルのバイオマス資源循環実態の解明

独立行政法人農業環境技術研究所　織田健次
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郎＊

独立行政法人国際農林水産業研究センター　

松本成夫

独立行政法人農業工学研究所　柚山義人

第３編　バイオマス循環システムの構築及び実証

に関する研究

第１章　千葉県北東部におけるバイオマス多段階

利用システムの構築及び実証

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所

柚山義人＊、山岡　賢、中村真人、藤川智紀、

清水夏樹、森　淳、凌　祥之

国立大学法人東京大学生産技術研究所

迫田章義、望月和博、佐藤伸明、下ヶ橋雅

樹

バイオマス研究開発組合

市原　昭、矢野　聡、関　建司、若松孝彦、

池田雅司、宮嶋昌一、阿部邦夫

千葉県農業総合研究センター

金子文宜、松丸恒夫、山本二美、草川知行、

中村耕士、真行寺孝、横山とも子

千葉県畜産総合研究センター

渡邊晴生、染井英夫、飯嶋武太郎、大泉長治、

村野多可子、鈴木邦夫、杉本清美 、江藤

哲雄、松本友紀子

千葉県森林研究センター

　石谷栄次、寺嶋芳江

千葉県環境生活部資源循環推進課バイオマ

ス・プロジェクトチーム

千葉県香取市山田区事務所産業振興課

第２章　宮古島におけるバイオマス循環システム

の構築及び実証に関する研究

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構農村工学研究所

凌　祥之＊、亀山　幸司

国立大学法人　琉球大学農学部　

上野正実、小宮康明、川満芳信、菊池　香

国立大学法人　東北大学大学院工学研究科　  

　中田俊彦

特定非営利活動法人　亜熱帯バイオマス利用

研究センター

新城俊也、東江幸優

沖縄県農業研究センター　宮古島支所　

上原数見、平良正彦

（＊執筆者）

Ⅺ　取りまとめ責任者あとがき

農林水産バイオリサイクル研究は、農林水産省の

委託プロジェクトとしてバイオマスの変換・利用技

術の開発及び総合利用による地域循環システムの実

用化を図ることを目的に平成 �� 年度から �� 年度ま

で実施しました。

施設・システム化チームでは、平成 �� 年度から

ため池底泥土、漁港等に堆積する軟弱底質土、コン

クリート廃材等を用いた固化処理等による再利用技

術の開発、再資源炭の土層改良材等としての有効利

用技術の開発を行ってきました。

また、平成 �� 年度からは地域におけるバイオマ

ス資源循環利用システムの開発を、平成 �� 年度か

らは、地域の実情に即したバイオマス利活用システ

ムの実証を図ることを目的として、千葉県北東部（都

市近郊農畜産業型）及び沖縄県宮古島（島嶼閉鎖環

境型）において、生産・収集から変換・利用に至る

個別技術を組み合わせたバイオマスの多段階利用に

よる地域モデルの構築とバイオマス変換プラントの

実用化試験を実施してきました。

本プロジェクト研究は、農村工学研究所をはじめ

とする独立行政法人、大学、県・市町村、民間等が

緊密に連携しつつ、科学的・技術的価値のみならず

公共的・社会的価値のある研究開発を旨として推進

してきました。この結果、ため池底泥土を用いたた

め池改修工法、土嚢を用いた高耐久性ため池工法、

地域におけるバイオマス利活用計画策定のための資

源循環利用診断モデル、バイオマスの生産・利用方

法等の地域特性が異なる �つの地域におけるバイオ

マス多段階利用モデルの実証など、実用化や普及可

能な多くの有用な成果を得ています。これらの成果

は、論文としての公表のみならず、農業農村整備事

業等の実際の現場に活用できる工法・手法は、技術

マニュアルとして取りまとめています。

また、バイオマスの利活用計画や手法については、

作成した診断モデル（プログラム）にかかる講習会

等を通じて一般の技術者に普及を図るとともに、書



― �� ―

籍「バイオマス利活用システムの設計と評価」及び

「アグリ・バイオマスタウン構築へのプロローグ」

として発刊し、バイオマス利活用を進める行政主体

等への社会発信を行っています。加えて、例えば、

千葉県香取市に設置したバイオマスプラントについ

てみると、本格稼働後 (H��.��)、国内外から �,�00

人を超える視察者を数えており、バイオマス利活用

の普及に向けて活発なアウトリーチ活動を行ってき

ています。

本成果集は、このようなプロジェクト研究の成果

を広く活用していただくため、研究期間全体にわた

る主要な研究成果を取りまとめたものです。終始ご

指導いただいた農林水産技術会議事務局の関係者、

外部専門家及び原稿を執筆していただいた研究機

関・研究者各位に厚く感謝申し上げます。

今後とも本プロジェクト研究で得られた成果のさ

らなる発展を目指して取り組み社会還元していくこ

ととしています。本成果集が地域の農林水産業の健

全な発展と循環型社会の形成の一助となれば幸いで

す。

（チームリーダー：高橋　順二）
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１　ため池底泥土の固化及び再利用技術の開発

　現在日本には約 �0 万箇所のため池があり、長期

にわたって底泥土が堆積しているために、貯水容量

の低下、水質悪化等の問題が発生しているが、環境

問題から廃棄場所の確保が困難となっている。一

方、老朽化のために改修を必要とされるため池が約

� 万箇所あるとされているが、近隣から築堤土の確

保が困難になっている。このような背景から、堆積

した底泥土を改修のための築堤材として用いるため

に、固化及び浄化処理を行って再利用、及び客土と

して再利用する技術を開発することが本研究の目的

である。本研究はこのため、①ため池底泥土の工学

的再利用技術の開発、②ため池底泥の客土材として

の利用技術の開発、③植物を利用したため池底泥土

の浄化に関する基礎的技術開発の３つの小課題から

構成される。

（１）ため池底泥土の工学的再利用技術の開発

ア　研究目的

堆積した底泥土を改修のための築堤材として用い

るために、固化及び浄化処理を行って再利用、及び

重金属が含まれている場合の不溶化技術を開発する

ことが目的である。

（ア）　盛土材としての利用

ため池底泥土はそのままでは、高含水比であるた

め築堤材としては使用できない。このためセメント

などを添加して改良するが、クラックの入りやすい

材料となり、遮水材として不適である。本研究では、

固化した後一度破砕し、再度転圧して築堤すること

による工法を開発することが目的である。

（イ）　重金属の不溶化技術の開発

また、底泥土にヒ素が含有している場合の対策と

して、天然資材である土壌を用いた方法によりヒ素

の溶出を防止する方法を開発するのが目的である。

イ　研究方法

（ア）　盛土材としての利用

ため池底泥土はそのままでは、高含水比であるため

築堤材としては使用できない。このためセメントな

どを添加して改良するが、クラックの入りやすい材

料となり、遮水材として不適である。本研究では、

固化した後一度破砕し、再度転圧して築堤すること

によりこの課題を解決した（図 ����-�）。

（イ）　重金属の不溶化技術の開発

底泥土にヒ素が含有している場合の対策として、固

化材、バームキュライト、天然土壌等を用いた方法

によりヒ素の溶出を防止する方法を検討した。

第１編　農林水産業施設廃棄物のリサイクル技術の開発

第１章　底泥土の処理及び再利用

図1111-1　本研究で開発した ｢底泥土を利用した砕・転圧土工法 ｣の施工手順
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ウ　研究結果

（ア）　盛土材としての工学的再利用技術の開発

堤高の高いため池の設計法について、設計フロー

を作成した（図 ����-�,���-�）堤高や堆積土の粒度

に応じて、①水平ゾーニング方式、（図 ����-�）②

傾斜ゾーニング方式（図 ����-�）を提案し、それ

ぞれの設計の基本的考え方をまとめた。

図1111-2　ため池底泥土を利用したため池（堤高 �0m 以下）改修法の設計フロー図（図中の記号の説明は引

用文献 �）を参照）
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図1111-4  ため池で堤高が中程度の改修方法（堤高 �0m ～ �0m 程度、拘束圧に応じた水平ゾーニング ）

図1111-3 ため池（堤高 �0-��m 程度以上）の設計フロー図　図中の記号の説明は引用文献 �）を参照）
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図1111-5 ため池で堤高が大きい場合の堤体改修の基本型 ( 堤高 �0m 以上程度、粒度と堤高

 に応じた改修方法 )

　　　＊ジオセット；セメント系固化剤の１種

図1111-6　固化処理による汚染土の溶出試験結

果（未処理土の金属含有量 As=��00ppm、

Pb=�000ppm、未処理状態で As の溶出量は

�.�mg/l、Pb は 0.0�mg/kg）

（イ）　重金属の不溶化技術の開発

底泥土に重金属（ヒ素、鉛）が含有している場合

の対策として、天然土壌を用いて、土壌からのヒ素

の溶出を防止するための方法を検討した。具体的に

はヒ素を含有している汚染土に、活性アルミニウム、

活性鉄を多く含有しているローム土等の天然土壌を

混合することにより溶出を防止する事を確認し、活

性アルミニウム、活性鉄の含有量 ( 酸性シュウ酸塩

抽出 ) と溶出防止効果の関係を求めた。図 ����-�,�

はその効果を示したものである。固化材（高炉 B）

による不溶化効果も認められるが、添加量も多くな

り、コストの課題がある。コスト的には優位性のあ

る天然土壌を用いた場合にも不容化効果が認められ

ことを確認した（図 ����-�）。

　エ　考　察

（ア）　盛土材としての工学的再利用技術の開発

堤高の高差に応じてたため池の設計法について、

堤高や堆積土の粒度に応じて、①水平ゾーニング方

式、②傾斜ゾーニング方式を提案し、それぞれの設

計の基本的考え方をまとめた。底泥土の盛土材とし

ての利用技術はほぼ確立されたため、実施事例を増

やしさらなる効率化技術を検討する

（イ）重金属の不溶化技術の開発

底泥土に重金属が含有している場合の対策とし

て、不溶化材による溶出防止効果の検討を行い、天
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図1111-7　As 溶出試験結果と土壌中に含有する（Al

＋ Fe）量との関係



― �� ―

然土壌を用いてヒ素が含有している土壌からのヒ素

の溶出を防止するための方法を開発した。具体的に

はヒ素を含有している汚染土にローム土等の混合に

より溶出を防止する事を確認し、土壌中に含まれる

活性アルミニウム、活性鉄の含有量 ( 酸性シュウ酸

塩抽出 ) と溶出防止効果の関係を求めた。固化材に

よる不溶化もあるが、添加量も多くなり、コストの

課題がある。天然土壌を用いた結果、不容化効果が

認められ、実用化にめどがついた。

　オ　今後の課題

底泥土の盛土材としての利用技術はほぼ確立され

たため、実施事例を増やしさらなる効率化技術を検

討する。客土については多量の底泥が堆積しながら、

流域地質の影響で底泥土中に基準値以上の重金属を

含み、近傍に客土需要がありながら客土利用できな

いでいるため池も散見される。このような有害物質

を含む底泥土の有害物質の無害化の確立が今後の課

題である。重金属を含む底泥土の浄化について、ヒ

素の不溶化能力の技術向上を目指す。

　カ　要　約

ため池の底泥土の固化処理により得られた築堤材

の力学的評価を行い、改修のための設計、施工法を

検討し、実際の改修事例に適用して問題点の検討を

行った。これらの検討から設計・施工法の確立を行

い、そのマニュアル化を行った。また天然土壌を用

いてヒ素が含有している土壌からのヒ素の溶出を防

止するための方法を開発した。

　キ　引用文献

�) 農業土木学会 (�000), 土地改良事業設計指針「た

め池整備」,��-��

�) 農業工学研究所報告 (�00�), 老朽化フィルダム

における固化処理した底泥土を用いた堤体改修

の設計法 ,No.��、�-��

担当研究者（谷　茂）

（２）ため池底泥の客土材としての利用技術の開発

　ア　研究目的

底泥土と通常の客土事業で使用される地山土の理

化学性を分析比較することにより底泥土の客土材と

しての適性の検討、客土材採取に適したため池を判

断する指標を得るために上流域における集落の有

無、流域地質の違いが底泥土の理化学性堆積厚等に

及ぼす影響の調査、底泥土の客土利用を実施するに

あたっての留意点を明らかにすることが目的であ

る。

　イ　研究方法

（ア）　底泥土の採取・分析

　表 ����-� に示す �� の農業用ダムで底泥土（堆砂

土）の調査・分析を行った。原則として、ダム貯水

敷底部の上流、中流および下流の各地点で底泥厚を

測定した。また、底泥土試料を採取し、理化学性の

分析を行った �,�)。なお、Ｃ、Ｄ、ＦおよびＪダム

は試料の採取時に湛水域が残っていたため、中～下

流の貯水敷の底部での底泥厚の測定および試料の採

取は不可能で、水面上に露出した箇所で行った。ま

た、Ａ、Ｂ、ＦおよびＪ以外のダムでは底泥土だけ

でなく、貯水敷内あるいは上流域内の地山でも試料

を採取し、分析を行った。分析項目および分析法は

下記のとおりである。

　①粒径組成：比重計法、粒径区分は国際土壌学会

法、② pH：ガラス電極法（試料：蒸留水＝ �：�.�）、

③可給態リン酸：ブレイ第２法（試料：抽出液＝

�:�0）、④塩基置換容量 (CEC)：ショーレンベルガー

法、⑤置換性塩基（Ca、Mg、K）：ショーレンベルガー

法、⑥可給態 N：湛水保温静置法（�0℃・� 週間）、

⑦可給態珪酸：湛水保温静置法、SPAD 法、⑧遊離

酸化鉄：浅見・熊田法を基にした SPAD 簡便法、⑨

熱水可溶性 B：クルクミンシュウ酸法、⑩可溶性

Cu：0.�N- 塩酸浸出法、⑪可溶性 Zn：0.�N- 塩酸浸

出法、⑫易還元性 Mn：0.�% ヒドロキノン含有中性

�N 酢酸アンモニウム浸出法、⑬可溶性 As：�N- 塩

酸浸出法、⑭交換性 Ni：酢酸アンモニウム浸出法。

　また、底泥量のデータが入手可能であった北海道

の農業用ダムについて、流域地質別に底泥量の比較

検討を行った �,�)。

　（イ）　底泥土の客土材としての評価

　農耕地の土壌については、分析すべき項目と各分

析項目の適正基準が定められていることから、本報

では、底泥土の農耕地への客土利用を想定して、農

耕地土壌に準拠して、採取した底泥土と地山土の各

種分析項目の分析・評価を行った。表 ����-� に農

耕地土壌の理化学性に関する分析項目とその基準値
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を示す。本報で底泥土の客土材としての適性を判断

するために使用した基準値は、全国的に通用する地

力保全基本調査要因強度別基準 �)（以下、地力保全

基準）で定められている項目についてはこれを採用

し、それ以外の項目については北海道農業試験会議

で設定した基準 �)（以下、北海道基準）を用いた。

これらの基準は農耕地土壌として十分な肥沃度を有

しているか否かが判断基準として採用されている。

また、人体、作物ないし環境に悪影響を与えるおそ

れのある重金属に関しては、これらの安全を守ると

いう観点から、地力保全基準とは別の基準が定めら

れており �)、この基準（以下、環境保全基準）も併

せて判断材料とした。この基準は土壌の肥沃度より

土壌の毒性に重きを置いた基準設定を行っている。

なお、地力保全基準では、各分析項目の分析値が、

数値の小さい要因強度に区分されるほど、農耕地土

完全落水

管理の

計画 実績 計画 実績 実施状況

恵岱別ダム Ａダム 堆積岩 31 50.0 4,373 無 412 213 52 137 138 1967 1998 E ○

札比内貯水池 Ｂダム 堆積岩 72 6.2 850 無 5 49 980 13.4 110 1927 1999 E ○

厚真ダム Ｃダム 堆積岩 29 52.0 10,080 無 557 72 13 200 47 1970 1999 R ×

知内ダム Ｄダム 堆積岩 5 15.1 6,500 無 500 330 1992 1997 C ×

尾白利加ダム Ｅダム 堆積岩 32 87.0 10,979 無 158 848 537 30 305 1966 1998 E ○

三石ダム Ｆダム 堆積岩 7 25.0 8,170 無 450 104 23 300 596 1992 1999 R ×

青山ダム Ｇダム 堆積岩 40 85.5 15,127 有 604 89 15 118 30 1963 2003 E ○

日新ダム Ｈダム 火成岩 25 20.3 4,500 有 367 48 13 301 94 1973 1998 R ○

聖台ダム Ｉダム 火成岩 61 57.1 3,999 有 515 54 10 150 16 1937 1998 E ○

真駒内ダム Ｊダム 火成岩 11 49.5 6,480 有 890 76 9 300 139 1987 1998 R ×

風連ダム Ｋダム 火成岩 25 23.0 2,918 無 531 2 0.4 300 4.3 1978 2003 R ○

御料ダム Ｌダム 火成岩 17 7.9 5,780 有 205 0 0 300 0 1986 2003 R ○

ダム
型式

竣工
年度

調査
年度

直接流域
面積

（km
２
）

総貯水量

(千m
3
)

堆砂率

（％）
（ｍ

３
/年/km

２
）

上流地域
の農耕地
の 有 無

堆砂量

（千ｍ
３
）流域地質

経過年数

（年）

比 流 砂 量

ダム名

表1112－１　調査対象ダムの諸元等

地力保全基準値

水田基準値 普通畑基準値 要因強度１

ｐＨ(Ｈ２Ｏ) 5.5～6.0 5.5～6.5

可給態リン酸
10以上

（湛水期）
mg P2O5/100g

ＣＥＣ 20以上 me/100g

粗粒質土 80～150 80～150

中粒質土 150～300 200～300

細粒質土 250～400 300～600

交換性Ｍｇ 25以上 25～45 mg MgO/100g

交換性Ｋ 15～30 15～30 mg K2O/100g

可給態Ｎ 20以上 mg N/100g

可給態珪酸 16以上 mg SiO2/100g

遊離酸化鉄 1.5以上 Fe2O3 %

熱水可溶性Ｂ 0.5～1.0 mg/kg

可溶性Ｃｕ 0.5～8.0 125未満 mg/kg

可溶性Ｚｎ 2～40 50未満 mg/kg

易還元性Ｍｎ 100～1000 50～500 1000以下 mg/kg

可溶性Ａｓ 15未満 mg/kg

交換性Ｎｉ 5以下 5以下 mg/kg

一
般
肥
沃
度

微
量
要
素 有

害
物
質

単位

mg CaO/100g交換性Ｃａ

北海道土壌診断基準

環境保全基準

表1112-2　農耕地土壌の理化学性に関する分析項目とその基準値
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壌としての適性が高いことになる。また、北海道基

準ならびに環境保全基準では、各分析項目の分析値

が基準内にあれば、農耕地土壌として適正であるこ

とになる。

　（ウ）　底泥土の客土利用の実態調査

　底泥土の客土事業実績のあるＥダムにおいて、客

土事業の実態調査を行い、底泥土の客土事業の成立

要件について検討した。

　（エ）　底泥土の客土効果調査

　Ｅダムの底泥土客土事業実施地区内に水田の試験

圃場を２箇所設定し、各試験圃場内に客土区と無客

土区を設定し、それぞれの試験区から３箇所の作土

の土壌試料を採取して分析を行い、理化学性の比較

により、底泥土の客土効果について検証した �)。分

析項目および分析手法は前述の底泥土の分析におけ

る②～⑨と同様である。

　ウ　研究結果

（ア）　貯水敷内の底泥土の堆積状況

調査対象ダムのうち、冬期に完全落水するものを

選び貯水敷内の上流域、中流域、下流域の �地点で

底泥厚（堆砂厚）を調査・比較した（図 ����-�）。

全体の傾向として上流域では底泥厚が薄く、下流域

では厚いという傾向がみられた。また、流域地質が

堆積岩よりなるダムは火成岩よりなるダムよりも底

泥厚が厚い傾向にあった。

なお、図 ����-� に示した各ダムの供用年数は様々

であるため、底泥厚を供用年数で除した年間底泥厚

（年間堆砂厚）を図 ����-� に示す。堆積岩の流域地

質をもつダムは火成岩の流域地質のダムよりも年間

底泥厚が厚い傾向にあった。

また、底泥量のデータが入手可能な北海道の農業

用ダムは �� ダムあったが、底泥量（堆砂量）を流

域地質別に整理したヒストグラムを図 ����-� に示

す。流域地質が火成岩よりなるダムでは、底泥量が

�0 × �0�m� 未満のダムが半数以上を占める一方で、

流域地質が堆積岩よりなるダムでは、底泥量が �0

× �0�m� 以上のダムが半数以上を占めた。

これらのことから、流域地質が堆積岩よりなるダ

ムは底泥土が堆積しやすく、実際に現時点での底泥

量も多い傾向にあるといえ、客土材としての利用を

考える場合、まとまった量を確保するのに有利であ

るといえる。

図1112-1　流域地質の位置と堆砂量の関係

図1112-2　貯水敷内の位置と堆砂厚年間増加量
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図1112-3　流域地質の堆砂量の関係
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図 ����-� に貯水敷内における底泥土の各粒径区

分の出現割合を示す。貯水敷内では、上流域から下

流域に向かって、細かい粒径の底泥土の出現割合が

高くなる傾向が認められた。客土事業では、粘質土

に対する砂客土や砂質土に対する粘質土客土等、特

定の粒径の客土材が求められる場合があるが、底泥

土はこのように、採取場所によって粒径の異なる客

土材を得ることが可能で、客土目的により採取場所

を変えることにより、必要とする粒径の客土材を得

ることが可能である。

（イ）　底泥土、地山土の肥沃度の比較

表 ����-� に農耕地土壌の理化学性に関する分析

項目とその基準値を、図 ����-� に底泥土（堆砂土）

と地山土の理化学性分析結果の基準適合率示す。

ここで用いた基準は、北海道基準 �) に定められて

いるものについてはこれを使用し、それ以外の項目

については地力保全基準 �) を用いた。また環境保全

の観点から、人体や作物に悪影響を与えるおそれの

ある重金属など有害物質に関しては環境保全基準 �)

も合わせて採用した。

基準適合率は、各分析項目ごとに全試料数のうち

北海道基準もしくは地力保全基準要因強度 �を満た

すものの割合を示したものである。この基準適合率

が高いほど客土材としてより適性があるといえる。

一般に、客土事業では、土取り場から掘削して

得られた地山土を客土材として用いることが多い。

従って、底泥土とその近傍から採取した地山土の

肥沃度を比較することにより、堆砂土が客土材と

して優れているかどうかを判定することができる。

図 ����-� に示すとおり、底泥土（堆砂土）は地山

土に比べて、基準適合率が高い項目が多く、底泥土

の方が地山土よりも肥沃で、客土材としての適性が

高いといえる。特に、珪酸、ホウ素 (B)、亜鉛 (Zn)、

マンガン (Mn) といった微量要素に富むのが大きな

特徴である。珪酸は稲の窒素当たり乾物生産を高

め、食味の良い低タンパク米を生産するのに欠かせ

ない物質であり �)、B、Zn および Mn はすべての作

物の生育に必要である �)。堆砂土はこれらの微量要

素に富むことから、これらの微量要素や他の栄養素

が不足した圃場の客土材として適性が高いと考えら

れる。

底泥土の交換性カリウム (K) と可給態窒素 (N) が

低い基準適合率を示しているが、可給態 N は地力
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中粒質

粗粒質

図1112-4　貯水敷内位置と堆砂土の粒径組成の関係

図1112-5　各分析項目における基準適合率の堆砂土

と地山土の比較

保全基準を満たしていない試料が多く、基準適合率

は �0％を下回っていた。逆に交換性 K は基準の範

囲を超えて多量に含まれている試料が多く、過剰で

あるために基準適合率が低くなっている。米の食味

は米のタンパク含量と密接な関係にあり �)、食味の

良い低タンパク米を生産するためには、珪酸に富み�)、

窒素の少ない土壌が要求される �0) ことから、底泥

土における可給態 N の不足は、水田の客土材とし

てはむしろ好ましい特徴といえる。

底泥土の重金属含量については、調査したダムの

流域地質別の平均値を表 ����-� に示したが、いず

れのダムの底泥土（堆砂土）も環境保全基準を大幅

に下回っていた。

（ウ）上流地域の農業利用による影響

図 ����-� に上流地域に農耕地がある場合、農耕

地がない場合で比較した可給態リン酸・可給態 N

の成分含有量の出現頻度を示す。可給態リン酸およ

び可給態 N は、上流地域に農耕地がある場合の方

が高い成分含有量を示す試料が多くなっており、農

耕地から流出した肥料成分の影響がみられる。
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サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値
堆砂土 �� �.�� �� ��.�� �� �0.�� �� ���.�0 �� �0.��
地山土 �� �.�� �� �0.�0 �� ��.�� �� �0�.�� �� ��.��
堆砂土 �� �.�� �� ��.�� �� ��.�� �� ���.�� �� �0.��
地山土 �� �.�� �� �0.�� �� ��.�� �� ��.�� �� ��.��

サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値
堆砂土 �� ��.�� �� �.�� �� ��.�� �� �.�� �� 0.��
地山土 �� ���.�� �� �.�� �� ��.�� � �.�� � 0.��
堆砂土 �� �0.�� �� ��.�� �� ��.�� �0 �.�� � 0.��
地山土 �� ��.�� �� �.�� �� ��.�� � �.�� � 0.��

サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 平均値
堆砂土 �� �.�� �� �.�� �� ���.�� �� �.0� �� 0.��
地山土 � �.0� � �.�� � ���.�� � 0.�� � �.��
堆砂土 �0 �.�0 �0 �.0� �0 ���.�0 �0 0.�� �0 0.0�
地山土 � 0.�� � 0.�� � ��.�� � 0.�� � 0.00

火成岩

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

易還元性Ｍｎ 可溶性Ａｓ 交換性Ｎｉ

(mg MgO/�00g)

(mg K�O/�00g) (mg N/�00g) (mg SiO�/�00g) (Fe�O� %) (mg/kg)

遊離酸化鉄 熱水可溶性Ｂ

交換性Ｍｇ

交換性Ｋ 可給態Ｎ 可給態珪酸

ＣＥＣ

(me/�00g)

交換性Ｃａ

(mg CaO/�00g)
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(mg P�O�/�00g)
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図1112-6　上流地域の農耕地の有無による成分含有量の出現頻度

表1112-3　底泥土および地山土の化学性と流域地質との関係

（エ）　流域地質の違いによる理化学性の違い

　流域地質ごとに堆積岩、火成岩に分けて理化学性

の平均値を比較した（表 ����-�）。底泥土（堆砂土）

に関しては、交換性塩基（Ca,Mg, Ｋ）および可溶

性 Cu は流域地質が堆積岩よりなるダムの方が大き

い値を示し、可給態 N、易還元性 Mn は火成岩より

なるダムの方が大きい値を示す傾向にあった。それ

以外の項目については大きな差異はみられなかっ

た。

このように、いくつかの分析項目に関して、流域

地質の違いによる特徴が認められたが、含有率が大

きく異なっている上に、基準値への適合が両者で異

なるのは、可給態 N のみであり、肥沃度は両者で

ほとんど差がない。
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　（オ）　底泥土を客土事業で利用するダムの条件

　表 ����-� にＥダムの底泥土を用いた水田への客

土事業の客土面積と客土量を示す。客土は �回にわ

たって行われており、�回当たり平均 �0,���m�、述

べ ��,��0m� の底泥土が客土材として利用されてい

る。このように、客土事業では、� 回当たり � 万 m�

程度の底泥土が必要であり、少なくとも数万 m� 以

上の底泥量を有するダムが客土事業における底泥土

利用の対象となろう。

　Ｅダムの底泥土を利用した客土事業（H�� 実施）

における底泥土の運搬経費は、総事業費の約半分を

占めている（図 ����-�）。このことから、ダムから

被客土圃場までの距離が事業費に大きな影響をおよ

ぼすことが明らかで、底泥土を用いた客土事業の成

立には、ダムのできるだけ近傍に被客土圃場が位置

することが重要となる。本事業におけるダム－被客

土圃場間の運搬距離は平均��kmで運搬料金が�,000

円 /m� であり、m� 当たりの総費用が �,�00 円 /m� で

あった。したがって、今後、底泥土の客土事業の実

現可能性を考える場合、ダム－被客土圃場間の運搬

距離が ��km 以下で、ダム内での作業に係る仮設工、

安全費、掘削費がＥダムの実績程度に抑えられるこ

とが実現の目安となる。

　Ｅダムは、非かんがい期間中は完全落水管理され

ており、底泥土の掘削・採取が容易であった。北海

道内には、非かんがい期間中も完全落水されないダ

ムも存在し、今回調査した �� ダム中 � ダムがこれ

に該当した。このようなダムで底泥土を採取する場

合、浚渫用船舶等の特殊な機材を使用せざるを得ず、

また、圃場へ客土する前に一時的に底泥土を仮置き

し、余剰水の排水を図る必要がある。このため、Ｅ

ダムの場合では不必要であった工事経費が発生する

ことになり、総事業費が増嵩することが明らかであ

る。したがって、底泥土の客土利用を考える場合、

対象ダムが非かんがい期間中に完全落水管理されて

いることも重要な条件となる。

　また、Ｅダムでは、かつてダム建設時に使用され

た貯水敷内へ下る工事用道路がそのまま残存してお

り（写真 ����-�）、客土事業時には、この道路が底

泥土の搬出経路として再利用されていた。ちなみに、

このような工事用道路が残存しているダムは、今回

調査した �� ダム中 � ダム存在した。ダンプトラッ

クや重機類が貯水敷へアクセスできる何らかの道路

客土面積（ha） 客土量 (ｍ
３
)

平成１３年度 13.7 8,220

平成　９年度 31.0 18,600

平成　７年度 35.6 21,360

平成　６年度 58.6 35,160

合計 138.9 83,340

安全費
10% 掘削

8%

仮設工
14%

運搬（ダム
～ほ場）

47%
運搬

（ほ場内）
18%

圃場内敷均
3%

表1112-4　Ｅダムにおける堆砂土客土事業の実績

図1112-7　Ｅダムにおける堆砂土客土事業費内訳

が存在していないダムでは、このようなアクセス経

路を新たに設置する必要があり、追加経費が必要な

ことから、底泥土の客土事業を行うためには、この

ようなアクセス経路があらかじめ存在していること

が有利な条件となる。

　落水間もない時期の底泥土は軟弱で、掘削・搬出

時のトラフィカビリティの確保が重要となる。Ｅダ

ムでは、厳冬期に底泥土の掘削・搬出作業を行って

おり、底泥土表面の積雪の積極的な除雪を行うこと

により底泥土を凍結させ、トラフィカビリティの確

保を行っていた（写真 ����-�）。これにより、湿地

用重機類の導入やトラフィカビリティ確保のための

仮設工等による経費を削減していた。北海道の農業

用ダムは、厳冬期の寒冷な気候を利用して、低コス

トで底泥土の掘削・搬出が可能であり、温暖地域の

ダムに比べ、底泥土の搬出・利用に有利であるとい

える。
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（カ）　底泥土の客土効果

　Ｅダム底泥土は、交換性 K、遊離酸化鉄および

易還元性 Mn が北海道基準の水田基準値を満足し

ていないが、それ以外の基準はすべて満足してお

り、水田圃場の客土材としてふさわしい化学性を有

していた（表 ����-�）。一方、試験圃場２圃場のう

ち、Ａ圃場の無客土区では、可給態珪酸、遊離酸化

鉄が北海道基準の水田基準より不足していた（図

����-�）。一方、Ｂ圃場の無客土区では、可給態珪

酸および遊離酸化鉄は前述の水田の基準をほぼ満た

していた（図 ����-�）。

　このような両圃場に同じ条件でＥダムの底泥土

（可給態珪酸：��.�mg/kg、遊離酸化鉄：�.��%）の

客土を行ったところ、可給態珪酸および遊離酸化鉄

がともに不足しているＡ圃場では、無客土区よりも

これらの微量要素が増加した（図 ����-�）。一方、

これらの微量要素をいずれも十分量含んでいるＢ圃

場では、無客土区と比べて、これらの含有量にほと

んど差が生じなかった（図 ����-�）。

　一般に、微量要素の不足する圃場において、これ

を改良する場合、各圃場における各微量要素の含有

量を分析し、各圃場における各微量要素の適正投入

量を個々に決定した上で、必要量の各微量要素を対

応する化学資材を施用する。このような煩雑な作業

を行わずに、各圃場一律に微量要素補充のための化

学資材を投入した場合、元来微量要素含量が適正値

に近かった圃場において、逆に微量要素の過剰障害

写真1112-1　貯水敷へと下る旧工事用道路
写真1112-2　冬期における堆砂土の採取状況

項　　　　　目 分析値 基準値との適合 判定基準

pH(H20) 6.0 適正 北海道基準、水田

可給態リン酸(mg P2O5/100g) 27.8 適正 北海道基準、水田

CEC(me/100g) 22.1 適正 地力保全基準
交換性Ca(mg CaO/100g) 329.0 適正 北海道基準、水田
交換性Mg(mg MgO/100g) 188.0 適正 北海道基準、水田
交換性K(mg K2O/100g) 34.6 過剰 北海道基準、水田

可給態N(mg N/100g) 0.2 不足 地力保全基準
可給態珪酸(mg SiO2/100g) 18.1 適正 北海道基準、水田

遊離酸化鉄(Fe2O3 %) 1.41 不足 北海道基準、水田

熱水可溶性B(mg/kg) 0.91 適正 北海道基準、普通畑
可溶性Cu(mg/kg) 5.80 適正 北海道基準、普通畑
可溶性Zn(mg/kg) 9.40 適正 北海道基準、普通畑
易還元性Mn(mg/kg) 83.90 不足 北海道基準、水田
可溶性As(mg/kg) 0.56 適正 環境保全基準
交換性Ni(mg/kg) 1.20 適正 環境保全基準

表1112-5　Ｅダムの堆砂土の化学性
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が発生する危険性がある。一方、適正量の微量要素

を含んだ肥沃な客土材を客土した場合、図 ����-�、

����-� に例示したとおり、微量要素が不足する圃

場においては微量要素を増加させ、適正量含まれる

圃場では適正量に保つことが可能であり、圃場個々

で不足量が異なる各微量要素含有量の改良を一度に

行えるという利点がある。前述したように、底泥土

は一般的に客土材として利用されている地山土に比

べ、肥沃で、各種多量要素、微量要素の含有量がよ

り適正であり、これらの過不足が生じている農耕地

作土の改良には有用であると考えられる。

図1112-8　微量要素が不足する圃場での底泥土客土の微量要素補給効果（Ａ圃場）

図1112-9　微量要素含量適正圃場での底泥土客土の微量要素適正量維持効果（Ｂ圃場）
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　エ　考　察

（ア）　調査成果のまとめ

　北海道の農業用ダムの底泥土の調査を行い、底泥

土が一般的に客土材として利用されている地山土

に比べて肥沃で、各種多量要素、微量要素の含有量

がより適正であることが明らかとなった。また、こ

れらに過不足が認められる農耕地作土を改良する場

合、通常の化学資材による改良では、煩雑な作業を

要するのに対し、肥沃で多量要素、微量要素の含有

量がより適正である底泥土を客土することにより、

このような農耕地作土の多量要素、微量要素の過不

足を一度に改善できることが判明した。

　ダムの底泥土を客土材として用いるためにダムが

具備している条件として、①堆砂量に見合った客土

事業や利用の検討が重要なこと、②完全落水管理、

貯水敷へアクセスできる既設道路の存在等、底泥土

の採取が容易な条件を備えていること、③事業費が

抑制できるよう、客土の受益地がダムの近傍にある

ことが重要であることを示した。また、寒冷地の場

合、冬期の寒冷な気候を利用して、底泥土を凍結さ

せることにより、底泥土の掘削・搬出作業に必要な

貯水敷内のトラフカビリティを低コストで確保可能

であることが示された。

（イ）　底泥土の客土利用にあたっての留意点

以上のような調査成果を踏まえ、ため池底泥土の客

土利用にあたっての留意点を下記のように整理し

た。

　ａ　調査上の留意点

（ａ）  底泥堆積量の算定

　管理主体によって定期的に底泥堆積量の測量調査

を行っている場合も多いので、このデータが利用で

きる場合はこれを用いて算定する。

　ため池の竣工直後の横断測量図が利用可能で、底

泥堆積量の調査が行われていない場合は、横断測量

を行い、従前の横断測量時と今回の横断測量時の標

高差から底泥の堆積厚を求め、貯水敷内の堆積量を

算定する。竣工直後の横断測量図の入手も困難な場

合は、非かんがい期間に落水管理されている場合は

手掘りや検土杖によって、そうでない場合はボーリ

ング等によって貯水敷内の底泥の堆積厚分布を確認

し、貯水敷内の堆積量を算定する。

（ｂ）  ため池近傍における客土需要の把握

　ため池近傍の農地における客土要望の有無、要望

のあった農地の土地利用形態、客土材の性状に対す

る要望、希望客土厚、客土要望農地面積、ため池か

らの距離、農家の自己負担金額の希望等を地元市町

村や土地改良区との協力を得て把握する。

（ｃ）  底泥土の性状把握

① 採取場所と現地調査

貯水敷内においても、堤体からの距離が遠くな

る程、底泥土の土性が粗粒質になる傾向があるの

で、少なくとも上流、中流、下流の３地点で土壌

断面調査ないしボーリングによるコア採取を行

い、底泥土の異なる層位毎に指先の感触による土

性確認、各土層厚の目視確認と試料採取を行う。

調査地点により土性、層序が異なる場合は、３地

点の中間域で検土杖ないしボーリングによる土

性、層序の確認を行い、土性、層序が異なる区域

の境界を決定する。

② 肥沃度の把握

底泥土が作物生育に適した性状かどうかを把握

するため、採取試料毎に粒径組成、pH、CEC（保

肥力の指標）、多量要素（可給態リン酸、可給態 N、

交換性塩基 (Ca,Mg,K））、微量要素（可給態珪酸、

遊離酸化鉄、熱水可溶性 B、可溶性 Cu、可溶性

Zn、易還元性 Mn）の含量分析を行う。

分析結果と表 ����-� を照合し、底泥土の各分

析項目が農地土壌の基準に適合しているかどうか

把握しておく。

③ 有害物質含量の把握

採取した試料について、公害対策法第９条の規

定に基づき、環境省が告示（環告 ��）した土壌

の汚染に係る環境基準別表に定める各分析項目に

ついて、定められた分析法に基づいて分析し、有

害物質含量が基準値未満であることを確認する。

ひとつでも基準値を超えた場合は、客土材として

用いてはならない。

なお、各分析項目のうち、有機化合物類につい

ては、集水域に大規模集落ないし工場がある場合

に限り行う。

④ 酸性硫酸塩土壌の判定

北海道立農業試験場・北海道農政部農業改良課

が公表した「土壌および作物栄養の診断基準－分

析法－」に所収の酸性硫酸塩土壌の判定法により、

底泥土への酸性硫酸塩土壌の混入の有無を調査す

る。なお、分析試料が酸性硫酸塩土壌と判定され
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た場合は、客土材として用いてはならない。

（ｄ）  客土事業実施に係る各種データの入手

　①ため池の完全落水管理時期の有無、②ため池の

一時的完全落水が可能かどうか、また、どの時期に

どの程度の期間可能か、③客土要望のあった農地に

おける非耕作期間はいつからいつまでか、④貯水敷

へ工事機材が移動するための既存経路があるかどう

かを把握する。

　ｂ　客土実施上の留意点

（ａ）  客土事業実施の可否の判定

　ａの（ａ）および（ｂ）の調査を行い、近傍に客

土要望がない場合、要望のあった客土需要量に比べ、

底泥土の堆積量が非常に少ない場合は底泥土の客土

利用は断念し、その他の調査は行わない。

　客土要望もあり、ある程度の量の底泥土の確保が

可能と判定された場合、ａの（ｄ）の調査も行い、（ｄ）

の調査結果から、底泥土の採取方法（浚渫か落水後

の掘削か等）の選択を行い、ため池から受益農地へ

の距離も考慮に入れて、工事費を概算して自己負担

額を受益農家に提示し、受益農家が底泥土の客土利

用を断念した場合は他の調査を行わない。

　受益農家が提示された自己負担額に合意した場

合、ａの（ｃ）の調査を行う。その結果、底泥土中

に基準を超える有害物質が検出された場合ないし、

酸性硫酸塩土壌の混入が確認された場合は底泥土の

客土利用を断念する。採取した複数の試料のうち一

部のみにこれらが検出された場合でも、客土利用を

断念するのが望ましい。

　底泥土中の微量要素含量が過剰な場合は、被客土

圃場表土の微量要素分析を行い、圃場表土の微量要

素も過剰な場合に限り、客土利用を断念する。それ

以外の場合は、客土後の表土の微量要素含量が適正

範囲になるよう客土量を決定すれば問題ない。

　多量要素は底泥土中の含量が過剰な場合でも不足

する場合でも、客土利用を行ってさしつかえない。

pH（酸性硫酸塩土壌の判定基準である �.� を下回る

場合は除く）および CEC も底泥土が基準範囲外で

あっても客土利用を行って問題ない。

（ｂ）  底泥土を用いた客土事業実施にあたっての

留意点

① 事業実施の適期

客土事業は、底泥土の圃場への仮置き完了から

敷き均し・表土への混和開始までの期間をなるべ

く長く取るため、収穫が完了したなるべく速い時

期に開始する。

② 貯水敷への既存の侵入経路の利用

仮設工事費を削減するため、貯水敷への工事機

材の移動が可能な既存の侵入経路が利用可能な場

合、極力これを利用する。どうしても既存の侵入

経路の利用が不可能な場合、必要な工事用道路を

敷設する。

③ 底泥土採取工法の決定

客土事業実施時期に落水が可能な場合は、落水

を行い、湿地用機械によって底泥土の掘削・採取

を行う。落水が不可能な場合は、浚渫用機械によ

り行う。

④ 底泥土採取位置の決定

底泥土の現地調査および分析によって明らかと

なった底泥土の性状別分布と、受益農家からの客

土材への性状の要望から、貯水敷内の底泥の採取

位置を決定する。

⑤ 底泥土採取時の留意点

　なお、底泥土の採取にあたっては、長らく湛水

状態にあった底泥土は還元状態にあり、練り返し

により物理性が悪化しやすい。したがって、採取

時にはブルドーザー等による押し土工程が極力な

いように工夫する。基本的にはパワーショベルに

よる採取が望ましい。

　なお、ため池の地山土は一般に肥沃度が低い上

に、礫を含む場合が多いので、掘削機械のオペレー

ターには底泥厚を周知させ、採取した底泥土に地

山土が混入しないように注意する。

⑥ 圃場内における作業の留意点

圃場内の底泥土の運搬に当たっては、圃場内に

直接ダンプカーを乗り入れた場合、圧縮・練り返

しによる圃場内表土の物理性の悪化をもたらすの

で、接地圧の小さい小型運搬機械に底泥土を載せ

替えて、圃場内の運搬を行う。圃場表面に湛水が

生じるような降雨時および降雨直後には圃場内作

業は行わず、湛水の解消を待って作業を再開する。

底泥土は採取直後は還元状態にあり、練り返し

により物理性が悪化しやすいので、底泥土の敷き

均し・表土との混和を採取後ただちに行なっては

ならない。底泥土は収穫期直後に圃場内に分散し

て小分けして仮置きし、耕作期間開始直前まで静

置して乾燥・酸化を進行させ、練り返しによる物
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理性悪化が生じ難い状態にしてから、耕作期直前

に敷き均し・表土への混和を行う。

⑦ 客土実施後の表土の化学性の調整

　以下の作業は事前の協議により、客土事業実施主

体が行うのか、受益農家が行うのかを決めておき、

必要に応じて行う。客土事業実施後、必要に応じて

表土の化学性の分析（表 ����-� の各項目）を行い、

多量要素が過剰な場合は以後の減肥で対応する。不

足する場合は増肥で対応する。微量要素が不足する

場合は、該当する化学資材の投入により不足分を

補う。pH の矯正は土壌改良資材の投入により行う。

CEC の不足はそれ程問題とならないので放置して

構わなが、有機性資材等の投入により増加させるこ

とができる。

　オ　今後の課題

ため池には、十分量の底泥が堆積し、近傍に客土

需要がありながら、流域地質の影響で底泥中に基準

値以上の有害物質を含み、底泥土を客土利用できな

いものが散見される。このような底泥土の有害物質

を無害化し、底泥土の客土利用を図る技術の開発が

今後の課題となろう。

　カ　要　約

貯水敷内の底泥土は、上流域から下流域に向かっ

て堆積厚が厚くなり、粒径が細かくなり、流域地質

が堆積岩よりなるため池の方が火成岩よりなるた

め池より底泥堆積量が多くなる傾向が明らかとなっ

た。このことから、まとまった量の底泥土を客土材

として採取するには、流域地質が堆積岩よりなるた

め池の貯水敷下流域が適しており、採取域を変える

ことにより、目的に応じた粒径組成の底泥土を客土

材として採取可能であることがわかった。底泥土は、

客土材として一般的に利用されている地山土に比べ

て、肥沃で各種肥料成分の含有量がより適正である

ことが明らかとなった。特に、微量要素および水稲

の収量・品質の改善に効果のある珪酸は、地山土に

比べ、底泥土で適正である割合が顕著に高かった。

　被客土圃場の原表土の微量要素含量に過不足があ

る場合、これらがバランスよく含まれている底泥土

の客土により、圃場表土において、不足している微

量要素では増加が認められ、適正量である微量要素

では適正量が維持され、被客土圃場表土の微量要素

の過不足が一度に解消された。このように、微量要

素を適正量含む特徴のある底泥土の客土は、化学資

材による改良に比べ、微量要素のアンバランスが一

度に改善できる効果があることが明らかとなった。

上記の調査・研究成果を踏まえ、底泥土の客土利用

にあたっての調査・計画・実施上の留意点を整理し

た。
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　ア　研究目的

ため池には、築造年代が古く、耐震性の不足や漏

水の補修など早急な改修が必要なものも多い。堤体

の改修に底泥土を用いる改修工法をすでに開発して

いるが、鉱山付近等のため池の底泥土にはヒ素、鉛、

カドミウム等の有害な重金属類がまれに含有されて

いる場合がある。これらの底泥土を安全にリサイク

ルするためには土壌中の重金属を除去するか、不溶

化する必要がある。本研究では泥土中のカドミウム

を植物を利用して吸収・減少させる方法の確立を目

指す。

　イ　研究方法

植物浄化については　フィールドを対象としたス

クリーニング調査により底泥土中重金属の浄化に利

用できる重金属高集積植物を探索した。Cd 集積植

物ハクサンハタザオと As 集積植物モエジマシダが

抽出され、山野草であるこれらの植物の基本的な浄

化性能について自生地調査やポット栽培試験を行い

検討した。ハクサンハタザオについは実際の Cd 汚

染土壌で圃場試験を実施し浄化工法としての適用性

についても検討した。　

( ア )　重金属集積植物のスクリーニング

浄化に利用する植物を選定するために、土壌中の

重金属含有量が高い地域で植生調査を実施し、植物

中重金属濃度を分析して高集積植物の選抜を行っ

た。国内の鉱山跡地およびその周辺において土壌と

木本類、草本類、シダ類など幅広い植物種（約 �00 種）

を採取し、重金属濃度の分析を行い検討した。また

植物の重金属蓄積性に関する文献調査からも植物の

選定を進めた。

( イ ) ポット栽培での浄化能力評価

重金属集積植物のスクリーニングとため池底泥土

や農用地土壌などの重金属分析の結果より、植物浄

化の適用可能性のある対象として選定した、モエジ

マシダによるヒ素の浄化とハクサンハタザオによる

カドミウムの浄化について、ポット栽培で浄化能力

の評価した。屋内型ファイトトロンで植物を一定期

間栽培して、土壌の形態別重金属濃度と植物の重金

属除去量を測定し浄化能力を評価した。また同じ土

壌で �作 �ヶ月間のハクサンハタザオの栽培を繰り

返し行う連作栽培試験を行い土壌中カドミウムの減

少量を評価した。

( ウ )　圃場試験での浄化能力評価

カドミウム汚染圃場（土壌 Cd 含有量 �.�mg/kg）

にハクサンハタザオのプラグ苗を秋に移植して �ヶ

月間栽培を行った。刈り取った植物のカドミウム濃

度と生産量から �作当たりのカドミウム除去量を求

め、圃場での浄化能力を評価した。また生産量を増

加させるための施肥方法について検討を行った。　

( エ )　浄化システムの検討

栽培試験の結果から得られた �作当たりの除去量

をもとに、モデル土壌の浄化期間を試算した。ハク

サンハタザオを利用したカドミウム浄化については

工法のフロー図を作成した。また浄化にかかるコス

トを試算し既存工法とのコスト比較を行って、浄化

システムとしての実用性について検討を行った。　
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図1113-1　植物中の重金属濃度 (双子葉離弁花類 ) 写真1113-1　ハクサンハタザオ

 *�：ハクサンハタザオとは、アブラナ科の越年草で

学名は Arabidopsis halleri ssp. gemmifera。わが国に広

く分布し山地の日当りのよい場所に生え高さは �0 ～

�0cm になり、�月から �月ごろに白い花を咲かせる。
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　ウ　研究結果

( ア )　重金属集積植物のスクリーニング

鉱山跡地の植物中重金属濃度測定の結果、カド

ミウムをアブラナ科ハクサンハタザオ *� （写真

����-�）で ���mg/kg、シダ植物ヘビノネゴザで

���mg/kg、鉛をタデ科ミゾソバで ���mg/kg 集積し

ていた（図 ����-�） （永島ら �)）。文献調査よりモ

エジマシダが最大で �0,000mg/kg のヒ素を集積する

優れた高集積植物であり �)　実用性が高いと判断さ

れた。

( イ )　ポット栽培での浄化能力評価

モエジマシダによるヒ素の吸収実験では � ヶ月

間の栽培で土壌中から全 As 含有量の２～４％、水

溶性 As の �0 ～ �00％相当が植物によって吸収除去

された（表 ����-�）。ハクサンハタザオによるカド

ミウム吸収実験では � ヶ月の栽培で土壌中カドミ

ウム含有濃度が初期値 �.�mg/kg から �.�mg/kg まで

減少した。植物中カドミウム濃度は ��0mg/kg で、

植物によって除去されたカドミウム量と土壌から

減少したカドミウム量の収支はほぼ一致した（表

����-�）。連作栽培試験では、栽培を重ねるごとに

土壌のカドミウム含有量が減少することが確認さ

れ、特に交換態カドミウムが吸収除去されやすいこ

とが示された（図 ����-�）。

　　　　土壌① 　　　　土壌② 　　　　土壌③ 環境基準
濃度 含有量 濃度 含有量 濃度 含有量

mg/kgD.W mg/ポット mg/kgD.W mg/ポット mg/kgD.W mg/ポット mg/kgD.W
土壌全As含有量 86 17.2 481 96.2 895 179.0 150
土壌中水溶態As 0.4 0.1 2.8 0.6 38 7.6 0.1　*1
4ヶ月栽培植物中 53 0.4 584 3.5 1277 4.7 -
　　　*1：溶出量に関する環境基準は0.01mg/Lであるが、表記単位に換算した

　　　　初期値 　　　　栽培2ヶ月
濃度 含有量 濃度 含有量

mg/kgD.W mg/ポット mg/kgD.W mg/ポット
土壌全Cd含有量 2.3 3.5 1.3 2.0
土壌中交換態Cd 1.5 2.3 0.6 1.0
栽培植物中 - - 240 1.5

表1113-1　モエジマシダによる土壌中Asの吸収

表1113-2　ハクサンハタザオによる土壌中Cdの吸収

( ウ )　圃場試験での浄化能力評価

圃場試験で収穫したハクサンハタザオのカドミウ

ム濃度は ��0mg/kg であった。生産量は追肥を行っ

た試験区では 0.��kg/ ㎡であった。� 作当たりのカ

ドミウム除去量は ���mg/ ㎡と試算され、実際の土

壌中カドミウム含有量は栽培前後で �.0mg/kg から

�.�mg/kg へ減少した。生産量は越冬前と開花前に

追肥を行った追肥区では、元肥のみの無追肥区と比

べて１㎡あたりの乾物生産量が約 �倍増加した（図

����-�）。

( エ )　浄化システムの検討

モエジマシダを利用した浄化で、ヒ素含有量は環

境基準値（��0mg/kg）以下であるが溶出基準値を

超過している低濃度の汚染土壌に対する浄化期間の

試算した結果、溶出する可能性のあるリン酸交換態

ヒ素をすべて除去するのに必要な期間は �年と試算

された（表 ����-�）。ハクサンハタザオを利用した

浄化で、カドミウム含有量が �.0mg/kg 程度の農用

地土壌を 0.��mg/kg まで減少させるための浄化期間

は � 年と試算された（表 ����-�）。ハクサンハタザ

オを利用したカドミウム汚染浄化工法のフローを

図 ����-� に示した。また、�0ha 規模の汚染農用地

を対象としたときの �作当たりにかかる費用を試算

し、従来の対策法である客土とコスト比較をしたと

ころ、３作で浄化が完了する �mg/kg 程度の汚染土

壌であれば客土より低コストで土壌修復が可能と試

算された。

　エ　考　察

( ア )　重金属集積植物のスクリーニング

ヘビノネゴザ・ミゾソバは過去にファイトレメ

ディエーションの研究がされている植物であった

（館川ら �)、九万田ら �)）。Kubota ら �) によってカ

ドミウム高集積性の報告はあるが浄化能力の検討さ

れていないハクサンハタザオと、海外で実汚染サイ

トへの適用例のあるモエジマシダが、ファイトレメ

ディエーションへ利用可能と考えられる重金属集積

植物であった。

( イ )　ポット栽培での浄化能力評価

モエジマシダによるヒ素の吸収量は、全含有量に

対しては数％と低いため含有量基準値を目標とした
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浄化では効果が現れにくいが、溶出値に対しては

低減効果が見込まれるので、溶出基準値を達成する

ための浄化方法として利用できる可能性が考えられ

た。ハクサンハタザオは土壌カドミウム含有量が数

mg/kg 程度の農用地汚染に対して、カドミウム濃度

を低減させる除去能を備えていることが確認され、

連作して栽培することによって土壌浄化が可能であ

ると考えられた。

( ウ )　圃場試験での浄化能力評価

野草であるハクサンハタザオは生産量が少なく

ファイトレメディエーションには不向きであること

も懸念されたが、施肥により生産量を大きく増加

させることが可能であった。その結果 � 作当たり

���mg/ ㎡の高いカドミウム除去能力が圃場で確認

され、浄化工法として確立できる可能性をもつ植物

と判断された。

( エ )　浄化システムの検討

　植物を利用した土壌浄化では �作で除去できる汚

染物質の量が限られるため、汚染レベルが高い土壌

には向かないが、低レベルの汚染に対しては数年か

ら �0 年以内に浄化が完了し、従来工法より低コス

トで浄化できる可能性が示された。ハクサンハタザ

オを用いた浄化工法は既存の農作業機を利用するこ

とで浄化システムの体系化が可能と見込まれた。

　オ　今後の課題

植物を利用した土壌浄化では、浄化が進み汚染レ

ベルが低下するとともに植物が吸収する重金属濃度
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図1113-2 連作試験　土壌重金属濃度の変化 図 1113-3　施肥条件による生産量の差

　土壌リン酸交換態As濃度 20 mg/kg

除去すべきAs量(a) 13,000 mg/ｍ2

　植物体中のAs濃度 3,000 mg/kgDW

　1作の生物生産量 0.5 kg/m2

１作当りのAs除去量（ｂ） 1500 mg/m2

浄化年数(a/b） 約　9　 年
（土壌深度50cm、かさ比重1.3）

　土壌Cd含有量初期値 2.0 mg/kg

 土壌の浄化目標値 0.35 mg/kg

除去すべきCd量(a) 300 mg/ｍ2

　植物体中のCd濃度 421 mg/kgDW

　1作の生物生産量 0.29 kg/m2

１作当りのCd除去量（ｂ） 125 mg/m2

浄化年数(a/b） 約　3　 年
（土壌深度20cm、かさ比重0.9）

表1113-3　ヒ素浄化年数の試算 表1113-4　カドミウム浄化年数の試算

図1113-4　カドミウム浄化工法のフロー図
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も低下し �作あたりの除去量が減少することが予想

される。実汚染地への適用を視野に入れた浄化シス

テムの構築には、植物の重金属吸収特性の解明を行

う等、浄化予測方法を確立することが今後の課題で

ある。

　カ　要　約

重金属集積植物のスクリーニングではスクリーニ

ング調査の結果、ハクサンハタザオがカドミウム

を数百 mg/kg 程度、モエジマシダがヒ素を最大で

� 万 mg/kg 程度蓄積する優れた高集積植物であった

ことから、ファイトレメディエーションへの利用を

検討することとした。

ポット栽培での浄化能力評価ではモエジマシダは

ヒ素溶出値の低減可能な浄化能力が確認され、クサ

ンハタザオは農用地のカドミウム含有量の低減可能

な浄化能力が確認された。

　圃場試験での浄化能力評価ではカドミウム汚染圃

場でハクサンハタザオの栽培試験を行ったところ、

� 作で ���mg/ ㎡の高いカドミウム除去能力をもつ

ことが確認された。浄化システムの検討では低レベ

ルの汚染に対しては数年から �0 年程度で浄化が完

了し、従来工法より低コストで浄化できる可能性が

示された。ハクサンハタザオを利用した浄化システ

ムの体系化を行った。
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担当研究者（金子和己 *、菅原玲子、北島信行、久

保田洋、谷茂）

２　軟弱底質の固化処理方法と藻場造成への利

用に関する研究

　ア　研究目的

　漁港・養殖場等の軟弱底質は、堆積過程において

海水中でかつ波や潮汐等の外力を受け、また由来が

水産加工や給餌の残滓が多いこと等により、その構

造や組成が陸上のものとは大きく異なっている。こ

れらを有効に処分する際に必要な固化処理における

効率的・経済的手法を検討するとともに、近年社会

的要請が大きい藻場造成のための着生基質や魚礁等

として再利用する手法の開発を目的とする。

　イ　研究方法

　( ア )　漁港・湾から採取した底泥に固化材を添

加した固化処理土について、６価クロムの溶出、圧

縮強度、振動水圧条件下での耐久性等について、試

験室レベルで検討した。また、漁港の浚渫底泥に、

市販の普通ポルトランドセメントおよびセメント系

固化材を �0、�0％の割合で添加した固化処理土を

使用した固化体ブロック（0.�m × 0.� ｍ× 0.� ｍ）

を作製（写真 ���-�）し、漁港内の水面下に設置後、

固化体ブロックの耐久性、強度および海藻の着生、

付着生物の付着状況等の経過観察を行った。

　( イ )　養殖場として利用されている海域の底泥

を対象として実際にアマモ場が形成されている場の

底質を数点を採取し、アマモ種子を播種した固化体

を製作（図 ���-�）、海域に設置し、出芽、生長状

況を観察することで、①適切な固化剤の配合率、②

固化剤の種類と特性、③複数種固化剤の混合の効果、

④使用可能な底質の性状、⑤種子の適切な埋設深さ、

等について検討した。固化剤としては、海洋工事で

広く用いられる普通ポルトラントセメント（以下、

「セメント系固化剤」）、および農業土木の分野で地

盤改良材として用いられている軽焼マグネシア（以

下、「マグネシウム系固化剤」）を選んだ。

　ウ　研究結果
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　( ア )　固化材を �0％程度まで添加することによ

り、固化処理土の固化体ブロックとしての溶出安定

性、強度および耐久性を確認した。なお、圧縮強度は、

固化材含有率および養生期間の増加、並びに底泥の

含水比の減少とともに増加することがわかった。

　また、漁港内の水面下に設置した固化体ブロック

の経過観察の結果、次のことがわかった。

①一部のブロックで、角部や稜部の若干の削れ、

表面劣化等が確認されたが、大きな欠

損、崩壊等はなかった（写真 ���-�、

���-�）。

②ブロックの圧縮強度は、２年経過しても、作製

当初の圧縮強度と比べて大差ないことが

確認できた（図 ���-�）。

③ブロック表面には浮泥等が堆積していたものの、

海藻の着生（写真 ���-�、���-�）およ

びフジツボ、ゴカイ等の付着動物の蝟集

が確認できた。

　( イ )　養殖場底泥は含水比約 ��0％、アマモ場底

質は �0 ～ �0% の範囲であったが、含水比 �0% 程度

以上であれば湿重量比（固化剤重量／自然底泥重

量）� ～ �% の固化剤を混和し固化体とすることで

再懸濁することはなく、また内包した種子の外部へ

の出芽、および着生しての生長が認められた。ただ

し、含水比 �0% の底質でも一部で出芽生長が認めら

れたことから、さらに詳細な検討が必要である。（表

���-�）

生長過程を見ると、セメント系固化剤では出芽お

よび初期生長が良好であり、マグネシウム固化剤で

は衰退期での残存が比較的良好であった。このこ

とから双方を混合して試用したところ、ある範囲の

割合としたとき、生長・残存量が増加した。（写真

���-�）

種子の埋設深さは �0mm 程度とすることで高い出

芽率が確保され、�0mm ではほぼ出芽は認められな

かった。

　エ　考　察

　（ア）　漁港等の浚渫底泥をセメントなどの既存の

固化材を用いて固化処理した固化体ブロックを海域

に設置し、経過観察を行った結果、強度、耐久性、

海藻の着生および付着生物の蝟集が確認でき、固化

体ブロックを漁場造成のための着生基質等に再利用

写真112-1　固化体ブロック

図112-1　固化体概観
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写真112-2　角部の若干の削れ 写真112-3　表面劣化

写真112-4　海藻着生状況 写真112-5  海藻着生状況
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表112-1　試験結果の一例（底泥性状、固化剤配合率と出芽・生長状況）
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できることが明らかになった。

　（イ）　養殖場等の底泥にアマモ種子を播種した固

化体を作製、海域に設置し、経過観察を行った結果、

適用可能な底泥性状の範囲、適切な固化剤の配合割

合、適切な種子埋設深さが明らかとなり、底泥固化

体をアマモ着生基質として再利用できることが明ら

かになった。

　オ　今後の課題

　（ア）　固化体ブロック作製に際し、浚渫底泥の性

状（含水比や粒度組成など）は場所毎に異なるため、

事前に固化材の配合試験を行い、固化材含有率と強

度の関係等を調べる必要がある。

　（イ）　本手法により形成されたアマモ群落を、長

期にわたって維持していくための検討をする必要が

ある。

　カ　要　約

　( ア )　漁港・養殖場等の浚渫底泥をセメントな

どの既存の固化材を用いて固化処理し、ブロック化

することで、漁場造成のための海藻や餌料生物等の

着生基質として再利用する手法を示した。

　（イ）　養殖場浚渫底泥を再利用する方法として、

固化処理して汚濁成分の再懸濁・再溶出を押さえる

とともに、固化体内部にアマモ種子を播種して近隣

海域に再設置し、アマモ場を造成する手法を検討し

た。海域実証試験を行い、適切な固化剤配合割合、

適用可能な底泥性状、アマモ種子播種方法等を明ら

かにし、底泥固化体のアマモ着生基質としての再利

用手法を示した。

担当研究者（坪田幸雄 *、佐伯公康、森口朗彦、高

木儀昌）

写真112-6　混合固化剤を使用した固化体
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１　コンクリート廃材処理及び環境調和型利用

技術の開発

　ア　研究目的

　���0 年以前に建設された農業用コンクリート構

造物は、耐用年数を迎え、改修・更新が必要となる。

その際に発生する建設廃棄物処理は，環境保全面で

大きな社会問題となっている。本研究の目的は、コ

ンクリート廃材及び建設発生土を水路や堤体盛土な

どの農業施設に再利用し、建設廃棄物の完全リサイ

クルを行う技術を開発すること、さらに、環境共生

型コンクリートである再生ポーラスコンクリート

（Porous Concrete:POC）の利用技術を開発すること

を目的とする。

　イ　研究方法

( ア )　再生砕石（建築副産物）の力学特性につい

て

三軸圧縮試験によって再生砕石・通常砕石・良質

砂などの種々の地盤材料につい　て強度・剛性を比

較した。

( イ )　異なる中詰め材（現地発生土・良質な砂・

再生砕石）を用いた土嚢積層体の圧縮試験

転圧の有無、異なる土嚢材で上記の中詰め材を用

いた土嚢積層体の圧縮剛性・強度を評価した。

( ウ )　水平および傾斜積層した土嚢積層体の水平

せん断試験

異なる２種類の中詰め材（良質な砂・再生砕石）

を用いて異なる応力レベルで水平積みおよび傾斜積

みした土嚢積層体のせん断変形・強度特性を調べた。

( エ )　再生砕石を中詰め材とする土嚢積層システ

ムを用いた実証試験

土嚢の傾斜積み工法をため池堤体に適用し、実用

化に向けた取り組みを行った。

( オ )　再生ポーラスコンクリートの配合試験方法

について検討する。

( カ )　再生ポーラスコンクリートの力学特性につ

いて

室内強度･透水試験行い、それらの予測式につい

て検討する。

( キ )　再生ポーラスコンクリートの屋外小規模試

験

　植生制御機能を確認する。

( ク )　再生ポーラスコンクリートの屋外施工試験

施工性について検討する。

　ウ　研究結果

( ア )　再生砕石は締固め効果が高く、強度的に通

常の砕石に比べて遜色がないことがわかった。特に

良く締め固めることによって高い剛性および強度が

得られることがわかった。

（図 ����-�、写真 ����-�）

( イ )　低品質な中詰め材を用いても高い圧縮強度

を有するが、その圧縮剛性は極めて低いことがわ

かった。圧縮変形を抑制するには土嚢材の引張剛性

が高く、圧縮性が小さい再生砕石を土嚢袋の容積に

対して７～８割程度に投入することが良いことが分

第２章　コンクリート廃材の処理及び再利用

図1211-1　再生砕石の三軸圧縮試験の結果 �),�)

写真1211-1　三軸圧縮試験 �)
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かった。�),�)（図 ����-�、写真 ����-�）

( ウ )　水平に積層した土嚢は水平方向のせん断力

に対する滑動抵抗力が弱いが、傾斜積層（�� 度）

すると水平積層する場合に比べて、�.� ～ �.0 倍の

せん断強度の増加が見られた。�),�) また、再生砕石

を中詰め材に使用すると、土嚢間の摩擦間力が向

上するだけでなく、高い応力レベル下でもせん断強

度が低下しないことがわかった。（図 ����-�、写真

����-�）

( エ )　実証試験により土嚢の傾斜角はおおよそ �0

度以下であれば施工が可能であることがわかった。

また、適切な土嚢形状や施工方法を確立することが

できた。�),�)（写真 ����-�,�,�）

図1211-2　土嚢積層体の圧縮試験の一例 写真1211-2　土嚢積層体の圧縮試験

 *�：再生砕石とは、コンクリート廃材を破砕したもの  

 である。

図1211-3　各応力レベルでのせん断強度の増加 写真1211-3　土嚢積層体の水平せん断試験

中詰め材　　関東ローム　　　再生砕石

　　　写真1211-4　ため池堤体の実証試験 　　　 写真1211-5　中詰め材投入機　写真1211-6　土嚢転圧機
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( オ ) 再生ポーラスコンクリートの基本特性の把握

コンクリートガラ（5 ～ 20mm）を使用した再生

ポーラスコンクリート（RPOC）の配合試験を行い

ポーラスコンクリートの基本特性を調べた。その

結果、高性能 AE 減水剤を使用し、水結合材比を

24 ～ 26％に設定することにより、施工可能な締固

め性状を有する RPOC が得られることを確認した。

また、RPOC の圧縮強度及び透水係数が RPOC の空

隙率と関数関係にあることを明らかにした。

図 1211-4 に再生ポーラスコンクリートと強度及

び透水係数の関係を示す。また、RPOC の透水試験

を行い、浸透水の pH の経時変化を調べた。結果を

図 1211-5 に示す。

( カ ) 再生ポーラスコンクリートの強度予測式の構

築 8),13)

RPOC を使用して構造物を設計するためには、

RPOC の強度特性を把握することが重要である。設

計時に RPOC の強度特性を把握することができれ

ば、それぞれの施工現場で得られる材料を用いて低

コストで品質の高い RPOC を得ることが可能であ

る。

そこで、粗骨材に 5 号砕石および再生骨材を使

用し、間隙比 e およびセメント水比 αを変化させ

たポーラスコンクリート（POC）の圧縮強度試験

を行い、その結果から圧縮強度 fc を e と αの関数

として求めることにした。強度試験から求めた圧

縮強度試験値 fc を fc、e および αを 3 軸とする強度

空間にプロットした結果、fc は強度空間内の一つの

面上に存在することが示された。fc が存在する強度

面を強度試験から同定可能な 2 本の直線の積とし

て定式化し、圧縮強度推定式を構築した。提案し

た圧縮強度推定式から求めた予測値と強度試験値

の相対誤差はほぼ± 10% 以内に収まり、提案した

強度推定式の予測精度が良好であることを確認し

た。圧縮強度推定式を式 (1) に示す。

                                                       (1)

ただし、 は間隙比方向に一定の勾配で減少す

る平面を意味し、(2) 式で表すことができる。ここ

で、a1: 材料パラメータ、f0、e0 は図 1211-6 に示す

値である。また fα は、α方向に対する fc の を基

準とした倍率を意味する関数であり、以下の (3) 式

で表すことができる。ここで、b1: 材料パラメータ、

α0 は図 1211-6 に示す値である。

                       (2)

                        (3)

再生骨材 RPOC、5 号砕石 POC 推定強度面を図

1211-6、図 1211-7 に示す。また、強度試験結果よ

り求めた再生骨材、5 号砕石を用いた場合の POC

強度推定式に対する具体的な 、 fα の関数形を表

1211-1 に示す。さらに、間隙比を変化させた場合

の強度予測値と強度試験値の相対誤差の変化を図

1211-8 に示す。
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図1211-4　圧縮強度，透水係数と空隙率の関係

図1211-5　透水試験における pH の経時変化

( )1 0 1f bα α α= − +

( )0
1 0 0ef a e e f= − +

時間経過 (day）

( ){   }1 0cf
0
ef af 0fa e e ( ){   }1 0b α α 1= = − +                 − +



― �� ―

 ( キ ) 再生ポーラスコンクリートの応力ひずみ曲

線 �),�0)

RPOC の応力ひずみ曲線と空隙率の関係を求め

た。その結果、RPOC 応力歪み曲線は供試体の空隙

率が増すほどピーク強度以降の軟化挙動が緩やかで

あることを明らかにした（図 ����-�、写真 ����-�）

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

e

相
対

誤
差

ε 
(%

)

α=4.17
α=3.57
α=3.13
α=2.50

0.25 0.50

図1211-6　再生骨材POCの推定強度面
図1211-7　�号砕石骨材POCの推定強度面

図1211-8　強度予測値と強度試験値の相対誤差

表1211-1　推定強度面を構成する直線の式

写真1211-7　応力ひずみ曲線を求める試験図1211-9　空隙率が応力ひずみ曲線に与える影響
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( ク ) 再生ポーラスコンクリートの透水性能

RPOC の特徴的な材料特性である透水性の検討を

行うために使用骨材及び空隙率を変化させた室内透

水試験を実施した。その結果、① RPOC の透水係

数は空隙率に比例すること、②空隙率が �� ～ ��%

の範囲では、RPOC の透水係数が �00 オーダであ

り、その透水性には問題がないことを確認した。図

����-�0 に透水試験の概要を、図 ����-�� に各種骨

材を使用したポーラスコンクリートの空隙率と透水

係数の関係を示す。

( ケ ) 再生ポーラスコンクリートからの微量成分溶

出と経時的なカルシウムイオン溶出挙動 �)

空隙率 ��%、W/C=��%、セメントに高炉セメント

を用いた RPOC 供試体を用いて材齢 � 日から供試

体を蒸留水に浸せきし、材齢 � 日まで放置し、POC

からの微量成分の溶出を調べた。その結果、この試

験の条件下では、カドニウム、鉛、六価クロム、ヒ

素、水銀、セレン、ホウ素、フッ素等の負荷物質は

すべて環境基準値以下あるいは検出されないことを

確認した。また、液固比（L/S）を � 水準とした同

様の浸せき試験を約 � ヶ月間継続し、RPOC から蒸

留水に溶出するカルシウムイオンの変化を調べた

（図 ����-��）。その結果、RPOC から溶出する Ca�+

の溶出量は Ca(OH)� 換算で、RPOC の �kg から約

�g 程度であることを明らかにした。

( コ ) 再生ポーラスコンクリートの締固め評価手法

の開発 �)

現在提案されているポーラスコンクリート

（POC）の締固め特性の評価方法では、ペーストの

流動性が小さく固練りの POC の締固め特性を評価

することが困難であった。そこで、入手が容易なプ

ラステック製の使い捨てモールドを使用した POC

の締固め評価手法を開発した。

沈下量測定実験の概要を図 ����-�� に示す。実

験では、φ �00 × H�00mm の使い捨てモールドに、

一定量m の POC を投入し、こて型バイブレータに

より締固めた後、供試体の沈下量d を特殊なノギ

スで計測する。供試体の平均沈下量davg から、図

����-�� の算定式から供試体の締固め状態の指標と

なる締固め度Dc を求める。空隙率によって多少異

なるが、排出時の締固め度 Dc が 0.�� ～ 0.�� の範

囲にあれば、通常の締固め機器により良好な施工が

可能と考えられる。

透水試験

l h

動水勾配
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動水勾配
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図1211-10　透水試験の概要

図1211-11　POC の透水係数と空隙率の関係

図1211-12　溶出するカルシウムイオンの経時変化
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( サ ) ポーラスコンクリートの植生抑制機能（骨材

径と植生との関係）��)

POC の骨材径が植生に与える影響を調べるた

めに、室内ポット試験を行った。実験では POC

の空隙に土壌を充填した供試体を使用した（図

����-��）。実験から同じ空隙率の POC では、骨材

寸法が小さいほど植生量が少なく、POC の植生抑

制能力が大きいことが明らかになった。

図1211-13　沈下量測定実験の概要

図1211-14　POCの空隙径と植生の関係

( シ ) ポーラスコンクリートの植生制御機能（覆土

厚、空隙率と植生との関係）

前項では、土壌を空隙に充填した POC の植生抑

制機能について検討した。しかしながら、土壌充

填型の POC には土壌充填のためにコストがかかる

問題がある。そこで、POC を下層、土壌を上層と

した２層構造の植生基盤を考え、上層の土壌厚と下

層の POC の空隙率を制御し、植生をコントロール

する構造について検討した。実験では、空隙率を

��、��、�0% の � 水準、覆土厚を �.�、�、�0cm の �
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水準、POC 厚を �、�0、��cm の � 水準に変化させ

た �� 区画の植生区を造成し、植生の違いを観察し

た（図 ����-��）。その結果、POC の空隙率及び厚

さは植生に大きな影響を与えないが、覆土厚は植生

に大きな影響を与えることが明らかになった（写真

����-�）。対照区を�00%とした場合の植生制御区（覆

土厚 �0cm、POC 厚 �0cm、空隙率 ��%）の植物乾物

質量比率は �.�% であり、対照区の約 �/�0 程度まで

植生が抑制できることを確認した。

図1211-15　植生試験区レイアウト 写真1211-8　植生試験区 (造成後 �ヶ月 )

　エ　考　察

（ア）土嚢は高い圧縮強度を有しているが、水平方

向に対するせん断抵抗力が乏しく、構造上の弱点と

なりやすい。傾斜積み土嚢はその弱点を大きく改善

することができる。

( イ ) よく締固めた再生砕石は通常砕石と比べて剛

性・強度が遜色なく、土嚢の中詰め材として最適で

あることがわかった。また、土嚢の傾斜積み工法を

適用することにより高い安定性を有する土構造物の

築堤が可能であることがわかった。

( ウ ) POC の圧縮強度を配合時に予測できる予測式

を提案した。予測値と強度試験値の相対誤差はほぼ

± �0% 以内であった。予測式を用いることにより、

構造物の強度に合わせた配合を簡易に行うことが可

能である。

( エ ) POC の応力ひずみ曲線と空隙率の関係を求め

た。その結果、応力歪み曲線は供試体の空隙率が増

すほどピーク強度以降の軟化挙動が緩やかであるこ

とが分かった。このことから、空隙率を変化させる

ことにより様々な力学的特性を有する POC を設計

可能であることが明らかになった。

( オ ) POC から溶出する微量成分を求めるため溶出 

試験を行った。その結果、高炉セメントを使用し、

初期養生を十分行えば ､有害物質の溶出の可能性は

極めて少ないことを確認した。また、植生試験等か

らも POC 周辺の植生が特に影響を受けた事例は確

認されなかった。以上から高炉セメントを使用した

POC は周囲の植生に対して負荷を与えるものでは

ないと考えられる。

( カ ) ポーラスコンクリートのワーカビリティを判

定する現場試験として、( １) ペーストの相対フロー

試験、( ２) 使い捨て型枠及びこて型バイブレータ

を用いた締固め及び沈下量測定試験、( ３) 供試体

の底部閉塞試験を開発した。これらの試験は、特殊

な試験装置が不要であり、現場で簡易に試験を行え

る特徴を有する。

( キ ) 空隙率、覆土厚、POC 厚を変化させた �� 区

画の植生試験区を造成し、POC による植生制御が

可能であるか実験を行った。その結果、覆土厚を制

御することにより植生を制御可能であることを確認

した。これらの技術は、農業用水路の低コストな管

理技術の開発に応用可能である。
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　オ　今後の課題

( ア ) 土嚢材は紫外線や化学的劣化に対して長期安

定性を高める必要があるが、表層に土を被覆するな

どの対策が必要であり、耐用年数や管理方法などを

検討する必要がある。

( イ ) 土嚢材の紫外線劣化などにより破断した場合

について、修繕方法などを検討しておく必要がある。

( ウ ) コンクリート廃材を利用したポーラスコンク

リートは、すでに実用化可能な段階であるが、今後

は実証試験を重ねて改良点を洗い出すと共に、骨材

製造を視野に入れたコストの低下に努める必要があ

る。

　カ　要　約

( ア ) 再生砕石は大きな粒径と角張った粒子形状を

有しているため、強度剛性面で極めて良い地盤材料

であることが明らかとなった。また、それは土嚢の

中詰め材としても最適であり、それを用いた土嚢積

層体は優れたせん断剛性・強度特性を発揮すること

が明らかとなった。さらに水平方向の滑動抵抗力を

向上させる意味で考案した土嚢の傾斜積み工法を適

用することによって、高い安定性をもつため池堤体

の改修工法が開発できた。

( イ ) コンクリート廃材を利用したポーラスコンク

リート（POC）の配合方法、強度予測手法、溶出微

量成分の定量化、植生制御能力の検証、現場におけ

る品質管理方法の検討を行った結果、POC は環境

負荷低減型のリサイクル材料として現場適用可能で

あることを確認した。
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１　農地や農村地域における再資源炭の活用技

術の開発

　ア　研究目的

バイオマスなど有機性廃棄物を主原料とした炭化

物である再資源炭について、農地還元等利用するた

めの技術開発を行う。特に、家畜排泄物や農業集落

排水汚泥から生成した炭化物に関しては、カリウム

及びリン酸成分がク溶性として保持されており、化

学肥料の代替が期待される。そこで、化学肥料の代

替効果等に関して様々な実験を行い、効果の解明を

行う。

　イ　研究方法

( ア ) 再資源炭の化学肥料代替効果に関して試験・

研究を行う。キャベツ、コマツナを用い様々な条

件における再資源炭の施用試験を行った。キャベ

ツは火山灰土壌に材料（農業集落排水汚泥 ( 以降

農集汚泥と表記 )、牛ふん）、炭化温度（��0、�00、

�00℃）、施用量（�.�t ／ �0a 換算）を変え、標準施

肥区と収穫量、収穫物の品質（規格）を調査した。

次に、牛ふん炭及び農集汚泥炭の葉菜類（キャベ

ツ、レタス）に対する連用効果を検討した。牛ふん

炭（生成温度 �00℃）を �t 及び �t/�0a で � 年間施

用した。これに加え化学肥料を使用して、各野菜の

施肥基準に準じて施肥を行った。また牛ふん炭の葉

菜類に対するカリの肥効特性を検討するためにブ

ロッコリー、レタスなど �種について実験を行った

( イ）ガラス温室内でコマツナ（品種さおり）とホ

ウレンソウのポット栽培（黒ボク土と砂質土、� 区

は �ポット（�/�000a）、�作）を行い、牛ふん炭（温

度 �00℃）施用区と化学肥料施用区の生育反応を比

較した。

( ウ）暗きょ排水等の疎水材等凝固剤との併用で水

田における利用技術、水質浄化材としての利用可能

性や炭化程度の評価手法の解明について検討を行っ

た。

　ウ　研究結果

( ア ) キャベツの収量については、三牧，郡司掛 �)

によれば炭化温度 ��0℃において標準施肥区にやや

劣るが、それ以外の温度では収量増加が見られた。

施用量では牛糞 �t 施用では低かったが、それ以外

は増加が見られた（図 ���-�）。この減少はカリウ

ム過多によるものと推測される。また、再資源炭施

用によって標準区に比べ収益的な L,�L サイズが多

く収穫され、品質も向上した（図 ���-�，カリウム

代替試験含む）。このような結果はおおむねコマツ

ナでも見られた。

また、炭化物の施用量については �t/�0a の連用

では収量が増加し、跡地土壌のカリウムの増加はあ

まり顕著ではなかった（図 ���-�）。一方、農集汚

第３章　　有機性資源の炭化による新資材化技術の開発

図131-1 再資源炭の施用効果 (キャベツ ) 図131-2 再資源炭の施用効果 ( キャベツ，品質）
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泥炭では連用の効果は見られなかった。牛ふん炭に

よるカリウムの化学肥料代替効果は、多くの野菜品

目について確認された（千葉県についてはリンの代

替効果についても確認された）。しかし、処理温度

が ��0℃の再資源炭施用では、寒い時期には効果が

幾分鈍ることが解明された。カリウムの代替効果の

点から、最適な炭化温度は �00℃であることが解明

された。重金属の集積は、銅、カドミウムについて

は見られなかったが、亜鉛は増加した。亜鉛は重要

なミネラルと位置づけられており、更なる評価が必

要である。

（イ）牛ふん施用における作物根部について、松丸

らは �) 牛ふん炭の施用量の増加による抑制傾向が認

められたと報告した。砂質土における牛ふん炭施用

に伴う根部の生育抑制傾向は、除塩後の牛炭では認

めれなかった。つまり、土壌緩衝能の低い砂質土に

対する牛ふん炭施用では、� 回の施用量を � 倍量程

度にとどめ、施用量が �倍程度に多い場合には、除

塩による処理が必要と判断された。除塩後において

も、牛ふん炭資材中のク溶性リン酸は維持されるの

で、有効な方法と考えられる（図 ���-�）。

図131-4　再資源炭の施用効果(コマツナ、ホウレンソウ）

（ウ）重粘土のダイズ栽培において、再資源炭を用

いた疎水材はモミガラ投与に比べ COD、全窒素、

硝酸態窒素の流出量が少なく、特に COD について

顕著であった（表 ���-�）

表131-1　流出量から算出した負荷量

図131-3　再資源炭の連用効果
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　エ　考　察

( ア ) 再資源炭の施用によって、主に野菜栽培にお

いて効果的な結果が得られた。しかし、施用量に制

限があるようであり、一定量を超えると作物生産量

が減少した。適正な施用量の解明が必要である。ま

た，制限要因として塩分やカリウム濃度などが想定

されるが、制限因子の解明が必要である。塩分やカ

リウムが制限要因の場合，除塩等により効果の発現

を維持することが可能である。

( イ）連用効果についても、条件によっては効果の

発現が見られたが、化学肥料の代替効果や養分吸収

機構などの解明が必要である。また、効果について

も気象要因などとの関連解明が必要である。

( ウ）暗渠疎水材としての利用については、強度的

に問題は無く、COD の除去に貢献した。

　オ　今後の課題

( ア ) 再資源炭の施用量に関して制限因子があり、

適正な施用量が存在する。各条件（土壌や作物種）

における適正な施用量等の条件解明が、現場レベル

で必要である。

( イ ) 再資源炭の連用効果については、様々な条件

におけるデータの蓄積が必要である。

　カ　要　約

( ア ) 再資源炭の農地還元に関しては、特にリン酸

とカリウムに関して、化学肥料代替の効果が期待さ

れた。しかし、施用量に関しては上限があり、細か

な施用条件の解明が必要である。

( イ ) 再資源炭を凝固剤で固化し、暗渠疎水材とし

て利用が可能であり、強度的に問題が無く、COD

の除去において効果が見られた。

　キ　引用文献

�) 三牧奈美、郡司掛則昭、凌　祥之（�00�）；処

理温度の異なる牛ふん炭化物の肥効特性、九州

土壌肥料研究会

�）松丸恒夫、真行寺孝、凌　祥之（�00�）；牛ふ

ん炭化物施用がコマツナの生育に及ぼす影響、

日本土壌肥料学会関東支部大会講演会要旨集、

pp.��

担当研究者（凌　祥之 *、山岡　賢、齋藤孝則、藤

森新作、長谷部均、白谷栄作、大井節男、郡司掛則

昭（熊本県農業研究センター）、松丸恒夫、真行寺

孝（千葉県農業研究センター））

２　有機性廃棄物の自燃式炭化方法の高機能化

技術の開発

　ア　研究目的

高機能な再資源炭の作成において、極力自燃に近

い形で、外部入力を最小化した炭化炉を試作する。

また、賦活や添着等活性化・高機能化についても技

術開発を行い、高機能化を評価する指標を解明し、

活性化技術を評価する。

　イ　研究方法

( ア ) 炭化装置の実証試験

試作した炭化炉を群馬県富士見村に設置し、長期

間運転後の装置の耐久性を評価する。また、汚泥処

理中の炭化装置排ガス濃度を測定し、環境への影響

を評価すると共に、その低減手法を検討する。

( イ）高機能化技術の開発

再資源炭の吸着性能の向上を図るために、比表面

積や細孔径分布に与える炭化温度や炭化時間の影

響、賦活化処理の効果について検討を行う。また酸、

アルカリ剤を再資源炭に添着させて脱臭性能向上の

検討を行う。更に、再資源炭の使用用途に適した形

状や大きさに成形するために、再資源炭の造粒を行

い、適応性について評価する。

また、試作した添着装置により、炭化汚泥にリン

酸を添着し、悪臭ガスの主成分である NH� の脱臭

能力を向上させる。これを吸着材として、（独）畜

産草地研究所の堆肥場から発生するコンポストガス

の脱臭試験を行い、効果を検証する。

　ウ　研究結果

( ア）�00 時間（積算処理量 �,000kg）運転後の炭化

炉内部点検を実施した結果、処理継続の大きな阻害

要因となるドラム内壁面へのタール、ダスト類の付

着や、ドラムの減肉は認められないことを確認した。

長時間運転の耐久性に問題は無いと判断された。

また、環境への影響評価では、NOx と SOx が

高い値を示したが、これらは炭化装置の運転条件

（燃焼炉温度、酸素濃度、炭化炉温度）の調整（図

���-�）に加えて、炭化汚泥を吸着材とした脱硫・
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脱硝（図 ���-�）により低減化が可能であることを

確認した。

図132-2　農集汚泥炭による環境負荷軽減効果図132-1　燃焼炉内の排ガス濃度

図132-3　堆肥場における臭気軽減効果

イ）各種炭化物を吸着材として、安村らは �) コンポ

ストガス（NH� 濃度：� ～ �0ppm）に対する脱臭試

験を実施した結果、一般空気清浄用の市販活性炭に

比べて炭化汚泥は優れた吸着性能を有し、リン酸添

着により吸着能力が更に向上することを確認した

（図 ���-�）。試作した添着装置による炭化汚泥への

リン酸添着は、再資源炭の高機能化において有効で

ある。但し、リン酸添着による効果が標準 NH� ガ

スで試験した場合に比べ低かった。この原因は、コ

ンポストガス中の水分、他の共存ガスによる影響が

考えられる。

　エ　考　察

( ア）試作した炭化炉に関して、維持管理特性を検

討した結果，適正に稼働が可能であった。今後は連

続運転に向けた、実用化に向けた検討が必要となる。

( イ） 炭化物の評価指標として、吸着量を指標とし

て、炭化物の高機能化を評価した。その結果、添着

により吸着量は増大し、堆肥化施設でもコンポスト

ガス脱臭の実用が期待された。

　オ　今後の課題

　実用運転に向けた、問題の解決が必要である。
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　カ　要　約

　自燃式で高機能化が可能な炭化炉を試作し、維持

管理特性や高機能化に関する適正な評価を行った。

その結果、実用化に向けた大きな問題は見あたらな

いことが解明された。

　また、高機能についてはガス ( 臭気 ) の吸着量を

評価手法とし、高機能化を評価した。その結果、リ

ン酸イオンの添着により吸着量が増加し、一般の堆

肥場においても吸着効果が確認された。

　キ　引用文献

�) 安村、林、仕入、凌、柬理（�00�）; 機性資源

の炭化による新資材化技術の開発、 第 �� 回廃

棄物学会研究発表会講演論文集、pp.��� ～ ���

担当研究者

凌　祥之 *、山岡　賢、齋藤孝則（以上農業工学研

究所）

武田竜寿、仕入英武、柴崎和夫、居安巨太郎、林幸

司、安村恵二朗（以上株式会社東芝）



― �� ―

１　地域におけるバイオマス資源循環利用診断

モデルの開発

　ア　研究目的

地域におけるバイオマス資源循環利用に係るビ

ジョンの策定に資するため、マテリアル・フローの

観点から地域を一次診断するためのモデルを開発す

る。このため１～十数市町村からなる農村広域生活

圏を対象に、バイオマス資源の賦存量、発生量及び

移動量の実態を既存の統計データと補足的な現地調

査によって把握する。また、想定される複数の資源

循環施策シナリオの効果・影響を予測・診断する。

　イ　研究方法

地域を「農地」、「畜産施設」、「人間の居住空間」、

「バイオマス変換施設」、「食品産業」、「水域」、「大気」

等のコンパートメントに分割し、各々のコンパート

メントでのバイオマスの賦存量と発生量（生産量）、

コンパートメント間での移動量を、生重量、窒素、

リン、カリウム、炭素について月別に計算できるモ

デルを開発する。対象とする空間レベルは、実際に

資源循環が機能する場であると考えられる１～ �0

市町村からなる任意の空間とする。対象とするバイ

オマス資源は、畜産糞尿、農作物残さ、木質系バイ

オマス、食品・水産廃棄物、生ゴミ、生活廃水汚泥

など有機性資源（廃棄物）全般とする。モデルのユー

ザーとしては、市町村、県、土地改良調査管理事務

所、水土里ネット、農業改良普及センター、農業試

験研究機関、農業団体等を想定する。

　このモデルは「バイオマス資源循環利用診断モデ

ル」と称し、次の役割分担により開発する。農業工

学研究所資源循環研究室はモデル全体の基本設計、

総括・調整、日本水土総合研究所と協力しての利用

マニュアル案作成、バイオマス成分データの整備及

びその他必要な作業全般を、農業工学研究所畑整備

研究室は農地での物質の挙動の取扱いを、畜産草地

研究所は畜産系バイオマスのフローの取扱いを、森

林総合研究所は木質系バイオマスのフローの取扱い

を、食品総合研究所と水産総合研究センターは食品

全般の流通の取扱いを、中央農業研究センターは共

有データの整備及び農地部分のモデルの検証を、日

本水土総合研究所は解析ソフトへのデータ入力、モ

デルの操作性改善及びモデル操作実習講習会の開催

などを担当する。

　ウ　研究結果

( ア )　モデルの開発と利用マニュアルの作成

バイオマス資源の循環状況をマテリアル・フロー

の観点から明らかにするための解析ソフト「バイオ

マス資源循環利用診断モデル」（柚山ほか �）～ �) を

完成させた（図 ���-�）。サンプル版として、山形

県長井市（生ゴミの堆肥化と有機農産物の地産地消

を通して「まち」づくりを推進中）、茨城県つくば

市（標準的な農村地域で新エネルギー特区構想に取

り組んだ）、千葉県干潟町（地域水田の有効利用を

目指した稲ホールクロップ・サイレージに取り組み

中）、熊本県鹿本町（メタン発酵施設と堆肥製造施

設を整備するバイオマス利活用フロンティア事業を

実施）、宮崎県都城盆地地域（都城市、三股町、山

之口町、高城町、山田町、高崎町。家畜排泄物の適

切な管理を進めるとともに、その有効活用の方策を

検討中）の５地区のモデルを提供した。モデルのユー

ザーが必要とする入力データは、既存の統計データ、

解析システムに準備しているデータベース及び補足

的な現地調査により得ることができる。モデルの作

成には、マイクロソフト社の EXCEL と VISIO を連

動させて用いる。入力した数値の出所・根拠・信頼

度を記録に残す方式をとっていること、特殊なフ

ロー計算には関数を与えていることなども特徴であ

る。解析ソフトを用いることにより、地域全体の物

質フロー図の作成及び表示、任意のコンパートメン

トをカテゴリー化しての結果表示、年または月単位

のコンパートメント別流入・流出・収支のグラフ表

示、バイオマス資源の利用率や廃棄率及び水質環境

や地球温暖化への影響とりまとめなどができる。例

えば、表 ���-� はＫ地区におけるメタン発酵施設導

入前後の温室効果ガス発生量を予測したものである

第２編　バイオマスの地域循環利用システム化技術の開発

第１章　バイオマス資源の適切なマテリアル・フローの解明
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を作成した。（松本ほか �））。本モデルの使用法を２～３日で理解

できる操作実習講習会のカリキュラムとマニュアル �)

農地

系外に出荷

溶脱

家畜

水田

水田以外

農地

上流域外

水域

地域外

肥料

大気

森林・林
業・製材

所

集落・緑

地・街路
樹

水域

下流域外
水域

食品産業

(系内消費
分）

系外飼料

敷料

し尿

処理場

公共下水道

地域内
利用

(堆肥・生) 

尿汚水

処理施設

人間

浄化槽

集落排水

廃棄

地域外
食材

ふん尿

畜産食材

食材

浸透・溶脱
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敷き料
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灌漑水

堆肥

化学肥料

堆肥
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降雨

窒素固定
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飼料敷料
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敷料

尿汚水

加工屑
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食材
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畜産物
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図211-1　バイオマス資源循環利用診断モデルの標準フロー図
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 ( イ )　入手困難な炭素成分データ推定法のとりま

とめ

　炭素はエネルギー源であるとともに、排出形態に

よっては地球温暖化原因物質（CO�、CH�）や水質

汚濁の原因物質になるため、地域の炭素循環を明ら

かにすることにより、地域内でのエネルギー賦存量

や環境負荷量をある程度把握することが可能となる

が、バイオマスの全炭素含有率（以後、T-C とする）

のデータが極端に少ない状況になる。そこで、日本

標準飼料成分表（以後、飼料成分表とする）及び食

品成分表には食品産業副産物、農作物の非食部分等

のバイオマスも多く記載されていることに着目し、

両成分表の栄養素のデータから T-C を推定する方

法を次のように提案した（中村ほか �）～ �0)）。

a　飼料成分表に記載されている栄養素のデータ、

粗蛋白質、粗脂肪、NFE（可溶性無窒素物）、粗繊維、

ADF（酸性デタージェント繊維）、NDF（中性デター

ジェント繊維）から T-C を推定する方法を検討し

た。NFE と粗繊維を足した成分を可溶性糖分・デ

ンプン、へミセルロース、セルロース、リグニンの

各成分に換算（表 ���-� の式（�）～式（�））した

上で、化学組成や文献から求めた各成分の T-C の

データ（表 ���-�）を用いて、各飼料の T-C を推

定した（式（�））。ADF のデータが記載されていな

い飼料については、式（�）、式（�）を用いた簡易

計算法を用いた。

b　食品成分表に記載されている栄養素のデー

タ（たんぱく質、脂質、炭水化物）を用い、飼料

の場合と同様にして T-C を推定した（式（�）、表

���-�）。

ｃ 上記の推定法の妥当性を検証するため、飼料

�� 品目、食品 �� 品目について、T-C を測定し、計

算値との比較を行った。式（�）を用いた飼料中の

T-C の推定法では、誤差 �0％程度で推定が可能で

あった（図 ���-�）。式（�）の簡易計算法及び式（�）

の食品中の推定法では、誤差 ��% 程度の範囲内での

推定が可能であった（図 ���-�、図 ���-�）。

ｄ　飼料成分表には、原物あたりと乾物あたりの

データが併記されているが、計算には乾物あたりの

データを用いる。食品成分表では乾物あたりに換算

して用いる。

表211-1　メタン発酵施設導入前後の温室効果ガス発生量予測（Ｋ地区）

表211-3　食料中成分の T-C（文献値）

表211-2　飼料中成分のT-C
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( ウ )　農地での物質挙動の取扱い

文献値及び DNDC モデルの採算により、農地サ

ブモデルを作成した（柚山ら ��）��)，中川ら ��)��)）。

特に、温室効果ガス発生量に関しては、文献等から

収集した国内外の様々な事例をもとに DNDC モデ

ル計算値の妥当性を確認し、その事例をとりまとめ

た（例：図 ���-�）。窒素と炭素の収支図では、�地

区（北海道、茨城県、熊本県）における �作物（水稲、

大豆、小麦）栽培下における収支をとりまとめた。

表211-4　成分表からの T-C 推定式

図211-4　DNDC モデルによる窒素収支計算結果例

（水稲栽培　茨城県　黒ボク土　化学肥料、たい肥併用区水管理：中干し＆間断灌漑残渣全て鋤込み）

表211-3　実測値と計算値（食品）表211-2　T-C の実測値と計算値（飼料）
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( エ )　畜産系バイオマスの取扱い

畜産の分野では、給与飼料の成分や量をもとに、

家畜ふん尿由来のバイオマス量を推計し、耕地・草

地への施用可能性を検討した（萩野ら ��），神山ら
��)，島田ら ��)）。例えば、畜産ふん尿由来の堆肥に

ついて、販売・交換等に利用される量と耕種作物

に利用される量を比較すると、全国平均では両者

はほぼ等しいが、一部地域では販売・交換等に利

用される量が上回っていることを明らかにした（図

���-�）。また、スラリーなどの液状生産物量と草地

飼料畑への最大可能施用量を比較すると多くの地域

で適正な施肥の範囲内で経営耕地に還元することは

困難な状態にあることを明らかにした。

( オ )　木質系バイオマスの取扱い

木質系バイオマスに関しては、木材の容積密度や

各種廃材のかさ密度等、モデル作成に必要な数値の

整備を行い、推定精度の向上を図った（高野 ��））。

また、文献値からキノコ生産量から廃菌床の発生量

を予測するための原単位および元素量比（炭素、窒

素、リン、カリウム）を推定した（表 ���-�）。さらに、

木質系バイオマスのフローをより詳細に標準モデル

に組み込む方法を示した。

原単位（ｔ／売上百万円）を算出した（図 ���-�）（宮

竹ら ��））。また、茨城県を例に食品産業の物質フロー

図を作成した（椎名ら �0））。

kgN ha-1

400

300

200

100

0

-100

-200

図211-5　農業地域別の液状処理物（尿、スラリー）

発生量と草地飼料畑への施用可能量のバラン

ス

注）括弧内は、実測データがないため平均値等で代替したもの。（乾：乾シイタケ (生換算重量 )、

生：生シイタケ）

表211-5　キノコ廃菌床発生量原単位および元素量

（原単位：廃菌床発生量（絶乾重量）/ キノコ生産量（生重量））

( カ )　食品系バイオマスの取扱い

　食品系バイオマスに関しては、つくば市内の食品

製造業、関連サービス業における原材料・食材調達

実態と残滓発生状況を調査し、業態ごとの残滓発生
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( キ )　モデル構築支援ツールの作成

システム化サブチームの Web サイトを構築し、

関係者向けに最新のモデル解析ソフトとマニュア

ルをダウンロードできるようにした（菅原 ��））。ま

た、モデルの利用をサポートするために、情報源

情報データベース“Bio-recycle Information Cabinet 

(BIC)”、ならびに情報共有システム“農林水産バイ

オリサイクル Wiki”を構築し、公開した。これら

は http://riss.narc.affrc.go.jp/biomass/ で利用できる

（図 ���-�）。

( ク )　農地の物質収支の検証

農業生産環境調査（農水省統計情報部、�000）の

データベースを用いて県別・品目別の単位面積当た

り化学肥料・有機肥料施用量を算出し、農地サブモ

デルで肥料施用量の推定に使用される施肥基準デー

タとの比較を行った。全般的に、水稲では施肥基準

より施用量が少なく、野菜では多くの品目で施肥基

準より施用量が多い傾向が見られた。

　エ　考　察

モデルは、地域をよく知り、適切な再資源化方法、

再資源化施設の規模・機能分担、新たな営農体系の

検討などを通してバイオマス資源の健全な利活用シ

ステムを構築していくツールとして有用である。た

だし、対象地区のモデルを完成していくには総合力

が必要である。各々の専門分野の関係者からデータ

の提供を受けたり、解析結果の妥当性を吟味しても

らったりしてモデルの信頼性を高める努力が重要で

ある。

農地における健全な物質循環という観点では、農

地内に適正量の窒素（Ｎ）、リン（Ｐ）、カリウム（Ｋ）、

炭素（Ｃ）が存在し作物に有効に吸収されること、

それらが過剰に環境中へ排出されないことが重要で

ある。バイオマスエネルギーを効率的に獲得するシ

ステム構築が目指される場合には、エネルギー源で

ある炭素とともに収奪されるＮ、Ｐ、Ｋが安全かつ

有用な形で土壌に戻される方法が組み込まれている

ことの確認が必要である。主要な再生資源である堆

肥やメタン発酵消化液（液肥）を農地に施用する場

合には、Ｎ、Ｐ、Ｋの１つが必要量に達した時点で、

成分を自由に調整できない堆肥等の供給は制限し、

不足成分は単肥の化学肥料で補うことになる。例え

ば、液肥の窒素濃度及び施用量の上限は、作物の吸

収特性及び窒素耐性と地下水の硝酸汚染を招かない

ための溶脱量の限度などにより規定される。堆肥等

の肥効率は種類によって大きく異なり、連用により

上昇することから、モニタリングに基づき土壌診断

を行いながら施用量を調整していくべきものである

ことを認識しておく必要がある。

　オ　今後の課題

対象地域におけるモデルを作成するに当っては、
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 図211-6　つくば市内の食品関係事業所における残

滓発生原単位（サンプル調査）

図211-7　農林水産バイオリサイクル Wiki

（画面例：モデルに関するページ；モデルの解説、

ソフトのダウンロード、参考資料リンクなど）
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地域固有のデータを追加の調査を実施して入手する

こと、物質フローの評価を各分野の専門家や担当者

からの意見を踏まえて行うことが望ましい。モデル

利用等によって生じる必要な更新・管理体制の整備

が課題である。

　カ　要　約

地域におけるバイオマス利活用計画策定時に活用

できるバイオマス資源循環利用診断モデルを開発し

た。このモデルを用いると、地域におけるバイオマ

ス利活用の実態と計画案について、物質フローを計

算でき、バイオマス利活用の持続性や環境への影響

を物質循環の観点から診断できる。モデルは著作物

登録（登録番号：Ｐ第 ���� 号－ �；登録日：平成

�� 年 � 月 �0 日）��) を行っており、契約により利用

いただける。
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政法人水産総合研究センター・財団法人日本農
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会社 �00�．著作物「バイオマス資源循環利用診
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担当研究者（柚山義人 *、中村真人、凌　祥之、池

口厚男、島田和宏、荻野暁史、寳示戸雅之、神山和則、

佐々木寛幸、高野勉、藤本清彦、松村ゆかり、椎名

武夫、田坂行男、菅原幸治、堀畑正純、島田眞司）

２　各種再資源化施設の性能・コスト評価

　ア　研究目的

地域においてバイオマスの利活用計画を策定する

に当っては、どのようなバイオマス再生資源に需要

があるかを把握した上で、導入すべきバイオマス変

換技術を決定する必要がある。各々のバイオマス変

換プラント（再資源化施設）には原料バイオマスに

対する適性がある。そこで、各種再資源化施設の性

能とコストについて情報をとりまとめることを目的

とした。

　イ　研究方法

農村向けと考えられる実用化済み及び（再資源化

施設）の再資源化施設・再資源化技術について、プ

ラントメーカ出身の委員からなる委員会を組織し、

性能及びコストに関する情報を収集しとりまとめ

る。

　ウ　研究結果

結果の詳細は、柚山ら �)�) にとりまとめた。主な

結果は、次のとおりである。

( ア )　堆肥化、メタン発酵、炭化、飼料化、バイ

オディーゼル燃料 (BDF）化、直接燃焼、ガス化、

固形燃料化について、原料バイオマスの種類別

に適用性を整理した（表 ���-�）。 

( イ )　対象物の性状として実績データ及び文献値

より共通の値（表 ���-�）を用い、再資源化施

設毎に、炭素、窒素、リン、カリウムの物質収支、

およびエネルギー収支をまとめた。図 ���-� に

試算結果の一例として乳牛糞尿のメタン発酵の

結果を示す。

( ウ )　乳牛糞尿と食品廃棄物を原料バイオマスと

した場合について、表 ���-� に示すコスト試算

条件のもとで、各種再資源化施設を建設・運転

するための経費と期待できる収入を見積もった。

建設費は公定金利を約 �％とし �0 年で返済金が

�.� 倍になると想定し、�0 年間の総コストを「建

設費× �.� ＋（維持費管理費－収入）× �0 年」

で求め、施設の規模別、施設建設に伴う補助金

の有無別に見積もった情報をとりまとめた（例：

図 ���-�）。この結果、食品廃棄物 ( 生ごみ ) を

対象処理物とした場合は、適応する再資源化技

術は湿式メタン発酵（液肥利用と堆肥化＋水処

理の２ケース）、炭化、溶融ガス化、固形燃料化

及び堆肥化で、溶融ガス化と固形燃料化を除い

て収支はプラスとなった。また、処理規模が大

きくなるに従って収支のプラス幅が大きくなる

ことからスケールメリットがあると判断できた。

しかし、各種再資源化施設単体の試算を行うた

め、収集・運搬費を考慮していないこと、製品

は �00% 販売できること、売電価格は買電電力の

削減とみなし買電価格と等価と設定しているこ

と等、現実よりも採算性を確保しやすい設定と

なっている。



― �� ―

図212-1　乳牛糞尿メタン発酵 (��t/d) の物質・エネルギー収支試算結果

表212-1　バイオマスの種類と適用性のある再資源化技術

表212-2　処理対象物の性状

乳牛糞尿性状
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　エ　考　察

　プラントメーカ出身の委員による情報提供をもと

に、農村向けに適用できると考えられる各種再資源

化施設について、性能とコストに関わる情報をとり

まとめた。バイオマス利活用構想策定時の参考情報

として活用が期待される。食品廃棄物の受け入れに

対し高額の費用を徴収する場合を除いて、施設単独

で採算性を確保することは容易でないと言える。

　オ　今後の課題

コスト評価に当たっては、生成した物質・エネル

ギーに確実な需要があることを前提としている。事

業の実施は、再資源化施設における採算性だけでな

くバイオマス利活用がもたらす多面的な外部経済効

果を考慮して判断する必要がある。再資源化施設の

種類の追加、技術革新や各種のコスト変動に伴う評

価値の更新が課題である。

　カ　要　約

堆肥化やメタン発酵など８種の再資源化技術（施

設）を念頭において、原料となるバイオマスの性状

をとりまとめた。また、バイオマスの種類或いは性

状の違いによって適用できる再資源化技術の実績を

基に、試算ケースを設定して炭素、窒素、リン、カ

牛ふん尿処理費 �00 円／ｔ

食品廃棄物 ( 生ごみ ) 処理費 ��,000 円／ｔ

電力料金 東京電力　高圧電力 A

上・下水道料金 東京 �� 区

廃食用油購入費 �0 円／Ｌ

電力販売費 買電と等価（買電電力の削減分として）

堆肥販売費 �,000 円／ｔ

��kg 袋詰め �00 円 / 袋

液肥販売費 �,000 円／ｔ

炭化物販売費 �,000 円／ｔ（原料：生ごみ）

�0,000 円／ｔ（原料：ふん尿）

溶融物販売費 ��0 円／ｔ

飼料販売費 �,000 円／ｔ

ＢＤＦ販売費 �� 円／Ｌ

表212-3　コスト試算条件

図212-2　食品廃棄物の再資源化に必要な経費の比較（建設費 �/� 補助の場合）
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リウムの物質収支及びエネルギー収支をとりまとめ

た。コストの試算については、処理対象物を食品廃

棄物（生ごみ等）と乳牛糞とし、処理量２５、５０

及び１００ｔ / 日の３ケースについて、再資源化施

設の建設費、維持管理費、処理委託費及び製品販売

利益等の収入を考慮した年間コストを算出した。こ

れらの情報は、バイオマス利活用構想策定に活用で

きる。また、バイオマス利活用に係わる物質・エネ

ルギー解析にも情報を提供する。

　キ　引用文献

�) 柚山義人・生村隆司・小原章彦・中村真人

�00�．バイオマス変換施設の性能・コスト評価．

農林水産バイオリサイクル研究「システム化サ

ブチーム」編、「バイオマス利活用システムの設

計と評価」．��-��．

�) 柚山義人・生村隆司・小原章彦・小林　久・

中村真人 �00�．バイオマス再資源化技術の性

能・コスト評価．農業工学研究所技報．�0�．

��-�0�．

担当研究者（小原章彦、生村隆司、柚山義人 *、中

村真人）

３　新たなバイオマス資源循環システム導入の

評価手法の開発

（１）　総括

　ア　研究目的

バイオマス資源の循環利用に係るビジョン策定を

支援するため、地域レベルで想定される複数の新た

な循環シナリオを様々なアプローチから評価し、地

域における新たな循環システム導入の合意形成に役

立てる。

　イ　研究方法

　バイオマス利活用に係わるシンポジウム、セミ

ナー、研究会合、情勢分析等を通して、バイオマス

利活用構想計画の基本的な評価、考え方を整理する。

また、「システム化サブチーム」全体の成果のとり

まとめを行う。

　ウ　研究結果

バイオマス資源循環システムの評価の視点や手法

をはじめ、「システム化サブチーム」全体の成果を

とりまとめた書籍「バイオマス利活用システムの設

計と評価」�) を編集・製作した。

バイオマス利活用の推進にあたって、持続的な地

域資源の管理、信頼できる運営組織、確実な再生資

源の需要及び輸送が重要である（柚山ら �）～ �)，清

水 �)）。構想や計画づくりの主体（推進役、担当者）

は多様であり、多くの機関・組織が関わることにな

る。構想作成の初期段階では、地域の中で何をした

いか、何をすべきかを明確にすることが重要であ

る。実務において気をつけたい事項について、表

����-� にチェックリストの形で整理した。

バイオマスの利活用を公的資金を用いて推進する

場合には、説明責任を果たして社会的合意を得るこ

と、施策の達成度を定量的に評価することが求めら

れる。施策の実施は、物質収支、エネルギー収支、

環境への影響、安全性、経済性、運営組織からみた

妥当性、地域の社会・経済への波及効果などから総

合的に判断する必要がある。評価に際しては、評価

目的、比較対象及び手順を明確にしておく必要があ

る。バイオマス利活用に関わる評価指標群には、次

の条件が含まれていることが望ましい。

①評価目的に適合し、わかりやすい。

②持続性（時間的、空間的）が検討できる。

③ライフサイクルコストが比較できる。

④常識的な信頼度をもつデータが入手できる。

⑤外部経済促進や外部不経済解消への貢献（環境

改善、健康予防）が評価できる。

持続性は根本的な評価指標といえる。経済性は、

建設費、減価償却費、維持管理費を全て含むライフ

サイクルコストで評価すべきである。近年では、さ

らに環境負荷回収コストを加えたフルコストで評価

すべきという考え方も出てきている。地域での負担

という観点からは、国や県からの補助金を差し引い

て計算する場合がある。農業を軸として考えた場合

の評価指標としては、単位面積当りの堆肥・液肥に

よる化学肥料代替度、土壌の適正肥沃度、有機性廃

棄物の最終処分量の減少度及び再資源化率の増加

度、農地・畜産施設から水域への流出負荷量の減少

度及び温室効果ガス発生量の減少度、耕種農業への

投入化石資源の減少度、地域内食料・飼料自給率の

上昇度などが考えられる。効率的な投資を考えるな

らば、前記項目を経費で割ればよい。

一方、上記の物量で表現される指標以外に、人の
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価値観に関わり定量化しづらいが、地域の景観形成・

イメージアップ、地域への愛着・誇り・自信の醸成、

自然愛・人間愛の醸成、活動への参画による達成感・

満足感の実感など本質的に大切なものが存在する。

公害や感染症の発生を未然に防止し、健康予防に役

立つとすれば、それは、人の生命に係わる視点となる。

バイオマスの利活用に当っては、収集・集積、再

資源化（変換）、再生資源の利用のプロセスにおいて、

有害物質の拡散・濃縮、悪臭発生、発火・爆発、腐

敗などの環境安全性劣化要因をもつと同時に、系外

に環境汚染の原因となり得る固形廃棄物、廃液、ガ

スを排出する。集積～変換プロセスにおける環境安

全性劣化要因は、適正な対策を講じることで、安全

な水準を維持できるように制御されなければならな

い。また、バイオマスの利活用システムから排出さ

れる物質は、排出先となる土壌、水域、大気におい

て、汚染度が将来にわたって環境基準以下でなけれ

ばならない。表 ����-� に、バイオマス利活用シス

テムの環境への負荷及び安全特性をまとめた（小林

ら �0））。

適正な利活用システムの探究 再資源化施設の計画

○本当に有用な物質やエネルギーが効率的に生成できるシステムになってい

るか。単一のマテリアル利用だけでなく、エネルギー利用やバイオマスリフ

ァイナリーを目指しての多段階（カスケード）利用を模索しているか。

○化石資源を極力使わず環境への負荷が小さいシステムになっているか。

○堆肥やメタン発酵消化液（液肥）などの再生資源は化学肥料に比べて相対的

に重く嵩が大きいため、輸送や農地への散布にコスト、エネルギー、時間が

かかることを認識しているか。

○求められる化学肥料代替物質の特徴を考えているか。農地の土壌は、かつて

のリン不足からリン過剰の傾向にある。新しい施肥設計に基づき計画が練

られているか。

○生成される農業生産資材を用いることにより有機農産物認証が得られるか

。

○再生資源は、価値があっても流通に乗らなければ廃棄物となることを認識

しているか。

○品質を保持した状態でバイオマスを収集・運搬・貯蔵できる方法が選択され

ているか。

○副資材や副産物に関する情報も集めているか。

○生態系保全への貢献（少なくとも悪化防止）が図られているか。

○低利用にも意味があることを認識しているか。

○規模・配置は適切か。

○需要と供給の安定性は確保されているか。

○目標年次を意識しているか。

○再資源化の方法によって、連続運転するものとバッチ運転するものがある。

後者の場合は、人件費の削減を考えて、単位時間当りの変換能力を大きく

して１週間に１日の稼働とすべきものもあることを認識しているか。

○再資源化施設全体及びパーツの耐用年数を長く見込みすぎていないか。

○廃棄物が出ることを忘れていないか。

○ユーザーの立場に立った信頼できるメーカーから情報を入手しているか。 

安全性

○堆肥等には Cd、Zn、Cu などの重金属が含まれている。これらが長期にわ

たって、土壌の管理基準以下になるように施用できる計画になっているか。

○有害物質、ＰＯＰ s、病原菌などの挙動に留意しているか。

○悪臭、騒音、振動に関する対策の必要性を検討しているか。

○低温炭化の場合には自然発火に注意しているか。

諸手続き

組織・体制 ○数々の法規制があり、どの手続きが必要かを判断することから始めなけれ

ばいけない。リストや手順を整理しているか。

○再生資源の生産を目指している場合でも、産業廃棄物処理としての手続き

が求められることがあることを理解しているか。

○時間がかかることを計算に入れているか。

○総力を結集できる体制が整っているか。

○全体を統率するリーダーが存在しているか。

○役割分担と信頼に基づき適切なタイミングでリーダーシップを発揮しあえ

る組織が集っているか。

○活動を楽しめているか。 

構想作成 実施のタイミング

○迷惑施設と捉えられる側面を忘れていないか。

○廃棄物系バイオマスに関わる既存の流通ルート、利害関係を認識し、調整

をつけているか。

○最初から理想を追いすぎていないか。

○地域は、地理的に連続していない場合もあり得ることを念頭においている

か。

○行政コスト低減のための工夫をしているか。

○技術革新や政策・制度の動向、社会的インフラの整備状況を見極めて実施

のタイミングを決めているか。

○政策の動向により、再生資源の価値や利活用システムの収益性が変化する

ことを予見しているか。

○他の関連事業で原料としてのバイオマスが先行予約されていないか。

表2131-1　バイオマス利活用の推進にあたっての留意点（チェックリスト）
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項　　　目 懸念される環境負荷 安全特性

再生資源/副産物の安全性 重金属の動態

堆　肥　化

発酵に伴う臭気の発生。酸性雨の原因となる

NH�、地球温暖化の原因となるCH�、N�Oの揮散。

農地に施用した堆肥の溶脱による地下水の硝

酸汚染。

堆肥：発酵過程で��℃、��時間以上を確保し、病

原菌、寄生虫卵、植物種子などを死滅させる必

要がある。

発酵の過程で重金属が濃縮される。含有量は、

肥料取締法で定められた基準値の遵守が必要。

農地への施用に際しては土壌管理基準を満た

す必要がある。

バイオガス化

消化液の利用先が確保できない場合は排水処

理が必要。農地に施用した消化液の流出・溶脱

による水域の富栄養化及び地下水の硝酸汚染。

臭気の発生。液肥貯留槽からのCH�の揮散。

消化液：病原菌等を死滅させるため、中温メタ

ン発酵では、殺菌工程を設ける必要がある。

消化液中へ重金属が移行する。

炭　　　化

排ガスの発生。加熱方式や排ガスの処理方式に

よってはダイオキシンの発生。プラントの運転

エネルギー生成に伴うCO�の発生。

炭：炭化の過程で高温となるので安全。貯蔵に

際して自然発火に留意する必要がある。 炭化の過程で重金属が濃縮される。

飼　料　化 処理工程で発生する臭気。

飼料：乾燥過程で高温になるので安全。発酵に

よる方法では温度管理が重要である。品質を保

持期間が短いことに注意する必要がある。

飼料は家畜などが直接食べるので、原料中に混

入しないようにする必要がある。

焼却（燃焼） CO�及びダイオキシンの発生。 

埋立に伴う負荷。

灰：焼却の過程で高温となるので安全。 

減容率が他の再資源化技術と比較し大きいた

め重金属の含有率が最も高くなる。焼却灰など

は重金属が溶出しないように対策を取り埋立

処分する必要がある。 

表2131-2　バイオマス利活用における再資源化技術の環境負荷および安全特性

価手法の開発が課題であると考えられる。

　カ　要　約

本課題を総括する形で，バイオマス資源の循環を

促進するための課題や評価の視点、指標をとりまと

めた。また、本課題において他の参画機関があまり

扱っていない、組織のあり方、地域の水質環境や生

態系への影響、バイオマスの輸送、バイオマス利活

用の事業を実施する上での留意点をとりまとめた。

さらに、システム化サブチームの３ヶ年間の成果の

全体を市町村の担当者向けに情報発信するため、書

籍「バイオマス利活用システムの設計と評価」を編

集・製作した。

　キ　引用文献

�) 農林水産バイオリサイクル研究「システム化サ

ブチーム」編 �00�．「バイオマス利活用システム

の設計と評価」．（ISBN�-��0�-���0-x）

�) 柚山義人・森　淳・中村真人・清水夏樹 �00�．

有機性資源の利活用推進方策．農業土木学会誌．

��(�):��-��．

�) 柚山義人 �00�．バイオマス利活用のための地域

　エ　考　察

　新たなバイオマス利活用計画をたてるに際しての

評価の視点や複数の評価手法が例示された。それら

を総合して、任意のアイデアを評価する道筋をつけ

ることができればベストであったが、その段階には

到達できなかった。一律な評価基準が設定できない

ためである。また、定量化が比較的容易なものと、

定量化は困難であるが大切なものがあるためであ

る。それ故に、地域づくりの中でいかにバイオマス

利活用を組み込んでいくか、評価基準の共有化を含

めた合意形成の確立が重要であると言える。また、

開発した評価手法は市町村の担当者が使いこなせな

いものも多いので専門家との連携体制の構築が望ま

しい。

　オ　今後の課題

　バイオマス利活用事業を実施している複数の地区

を事例とし、ここで開発した複数の評価手法の同時

適用により評価のあり方を改めて検討すること、評

価手法のふさわしい適用方法や手順の解説、バイオ

マスの生産・変換・再生資源の利用におけるそれぞ

れの持続性評価、ビジネスモデル策定につながる評
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しかったりする場合、同じ再生資源に対して需要者

によって評価が大きく異なる可能性があり予測を困

難にしている。しかし、どの程度の需要量が見込ま

れるのかを把握することは、再生資源を地域全体で

活用していくためには必須事項である。

　そこで本課題では、家畜ふん尿等の有機性資源か

ら生産される堆肥を題材として、再生資源の需要量、

すなわち耕種農家による堆肥購入量を予測する手法

を開発する。

　需要予測手法としては、実際の経済活動の結果と

して収集されたデータに依拠する方法と、質問紙

調査などの意向データに依拠する方法に大別できる
�)�)。本課題では、�）多様な要因を比較的容易に考

慮することができること、�）施設導入の際にも質

問紙調査が実施されていること、�）堆肥の利用実

績が乏しい地域でも適用できること、を考慮して意

向データ法のうち、マーケティング・リサーチ分野

で開発されたコンジョイント分析を活用することと

する。コンジョイント分析とは �)�)、消費者による

商品の評価（購入意向等）が商品を構成する特徴に

よって、どのように変化するのかを定量的に分析す

る手法であり、商品は特徴（属性）の集合体である

と捉えているところに特色がある。商品開発などの

場面で活用されており、施設導入前に行う需要量予

測という本課題に適した手法と判断した。

　イ　研究方法

( ア )　堆肥の需要価格の検討

　堆肥の供給価格（売り出し価格）については、地

方自治体等によるデータベース（ホームページ）が

整備・公表されるようになってきたが、堆肥の需要

価格（耕種農家が購入してもよいと考える価格）や

需要側の情報についてはほとんど整理されていな

い。需要価格は、堆肥を投入する作物や作付規模等

により異なると考えられるため、供給価格よりも

データを収集・整理することは難しい。しかし、そ

の情報は、本課題で開発する手法を活用するときの

価格帯の設定に必要なだけではなく、堆肥のマーケ

ティングという点からも重要な資料となる。そこで、

堆肥の需要価格に関する公表資料や、堆肥センター

の計画時に地方自治体等が耕種農家から集めた購入

希望価格情報を収集し、堆肥価格と購入農家率との

関係を検討する。

診断．講座「バイオマス利活用」（その１）．農業

土木学会誌．��:�．��-��．

�) 柚山義人 �00�．バイオマス利活用システムの構

想づくり．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シス

テムの設計と評価」．�0-��．

�) 柚山義人・森　淳・中村真人・清水夏樹 �00�．

輸送問題からみたバイオマス利活用．農業土木学

会誌．��(��):��-��．

�) 柚山義人 �00�d. 物質循環からみた地域診断．農

林水産バイオリサイクル研究「システム化サブ

チーム」編、「バイオマス利活用システムの設計

と評価」．��-��．

�) 柚山義人・小林久 �00�．バイオマス利活用の評

価の考え方．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シ

ステムの設計と評価」．��-��．

�) 柚山義人・中村真人・生村隆司 �00�．有機性資

源の利活用と水質環境保全．農業土木学会誌．

��:�．��-��．

�) 清水夏樹 �00�．バイオマス利活用を促進するた

めの組織の連携．農林水産バイオリサイクル研究

「システム化サブチーム」編、「バイオマス利活用

システムの設計と評価」．���-���．

�0) 小林　久・島田和宏・小島浩司・柚山義人

�00�．バイオマス利活用の評価手法．講座「バ

イオマス利活用」（その７）．農業土木学会誌．

��:��．��-��．

担当研究者（柚山義人 *、森　淳、中村真人）

(２)　再生資源の需要量予測手法の開発

　ア　研究目的

　農業生産活動の副産物として発生するバイオマス

量の予測は、技術的な検討が行いやすいことから、

これまでにも多くの成果が蓄積されてきている。バ

イオマスを変換して生産される財やサービス（以下、

再生資源）に対する需要量（購入量）を予測するこ

とは、それほど容易なことではない。なぜならば、

再生資源は一般に異なる主体間での経済取引によっ

て流通し、取引価格の水準によって需要量が変化す

るからである。さらに、原料や生産過程に応じて品

質が変化したり、定量的に品質を把握することが難
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( イ )　コンジョイント分析による需要予測の体系

化

　コンジョイント分析を利用した堆肥需要量予測の

手順は、�）耕種農家から見た商品としての堆肥の

特徴を整理し、直交配列表等を利用してコンジョイ

ント分析用の質問を作成すること（全選択肢集合の

作成）、�）質問紙調査等を通じて得たデータを解析

し、堆肥の購入量を予測するための式を統計的に推

定すること、�）推定された式を利用して受益地域

全体の堆肥需要量を予測すること、の �つに整理で

きる。この �つの作業を実務担当者でも容易に実施

できるように体系化する。

　ウ　研究結果

( ア )　堆肥の需要価格の検討

　堆肥の価格と購入確率との関係（ある価格水準の

ときに堆肥を購入する農家の割合）を検討できる形

式のデータが、�県（地域）�� 作物（作目）につい

て得られた。最もデータ数が多かった水稲作への利

用について、堆肥価格と購入農家率の関係を指数

近似すると（図 ����-�）、� トンあたり堆肥価格が

�,000 円であれば �0% の稲作農家が堆肥を購入する

と予測された。同様に �,��� 円であれば �0%、�,���

円では �0％、�,��� 円では �0%、�,��� 円では �0%、

��,��� 円では �0% がそれぞれ購入すると予測され

た。

( イ )　コンジョイント分析による需要量予測の体

系化

　　ａ　全選択肢集合の作成方法

　全選択肢集合の作成にあたっては、はじめに回答

者による選択肢の評価方法を決定する必要がある。

選択肢の評価方法について大きくは、「順位付け（選

択肢を好ましい順に並び替える）」、「評定（好まし

い順に得点、たとえば�0～�点を選択肢に与える）」、

「選択（好ましいものを �つ選ぶ）」の �つがある �)�)。

既存成果では「順位付け」型を提示しているが �)、

本課題である需要量の予測には「選択」型がもっと

も適していると判断した（図 ����-�）。需要量を予

測するためには、受益地域において堆肥を「買う」

耕種農家と「買わない」耕種農家の割合（購入率）

を求める必要がある。「選択」型では、提示された

選択肢を「選ばない」という回答が可能である。こ

れは商品を「買わない」ことに該当するため、堆肥

の購入率を求めることが可能となる。

　全選択肢集合の具体的な作成方法についてはさま

ざま存在するが �)�)、本課題では直交配列表に基づ

いた作成方法を初心者でも活用できるように整理す

る一方、作成に際して直面する問題についての対応

指針をとりまとめた �)。

　　ｂ　データ解析用マクロ

　データの解析については、低コストかつ入手可能

性を重視して一般に広く利用されている表計算ソフ

トの機能（マイクロソフト社のエクセルのソルバー

機能）を利用して行うこととした。これまでにも同

様な成果があるが �)、本課題では回答結果を入力し

たシートから解析用のデータセット（シート）を作

成するための機能を付け加えるなど、効率的に解析

が行えるようにした（図 ����-�）。� つの質問で提

示される選択肢数が �～ �つのケースまで簡単に対

応できたり、説明変数の増減にも柔軟に対応できた

図2132-1　堆肥価格と購入農家率との関係（水稲作

の例）

図2132-2　選択型コンジョイント分析形式の質問の

一例
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りするように工夫している。

　エクセルのシート構造は、次の通りである。

Sheet � は、調査結果を入力するシートであり、１

行に１回答者分のデータ（回答者番号、調査票の種

類、選択型コンジョイント分析のための各質問での

回答結果）を入力する。Sheet � は、調査票の種類

と質問番号の組み合わせごとに、調査票で提示され

た選択肢の属性・水準を入力するシートである。こ

れら � つのシートは利用者が準備するシートであ

る。そして、マクロを実行して必要な情報を入力す

れば（図 ����-�）、Sheet � に分析用のデータセッ

トが自動的に作成され、Sheet � に分析結果が出力

される（図 ����-�）。

ｃ　分析結果からの需要量の予測手順と活用方

法

　需要量予測については、特定の堆肥を想定した上

で、解析結果から当該堆肥の価格と購入確率との関

係を導出し、さらに地域に関する基礎情報（農家戸

数、平均耕地面積、単位面積当たり堆肥投入量等）

も活用して、堆肥価格と地域全体での堆肥需要量と

の関係を示す堆肥需要曲線を導出する手順をまとめ

た（図 ����-�）�)�)�)。また、堆肥需要曲線を使った

施設整備計画案の検討方法についても整理した。図

����-� に示す例では、堆肥 �,000 トンを完売するた

めの価格（�,��� 円／トン）を堆肥需要曲線から予

測し、それと堆肥 �,000 トンを生産するための費用

（�,000 円／トンと仮定）を比較することで、� トン

あたり ��� 円の赤字が発生するとの試算結果が得ら

れたことを示している。

　エ　考　察

　本手法が想定する利用者（都道府県の普及セン

ターや試験研究機関の担当者等）とほぼ同等な本手

法に関する知識水準にあると考えられる大学生・大

学院生を対象として、使用方法等を試行的にレク

チャー（約 �時間）した。その結果、学部卒業レベ

ル（卒業論文を書いている／書いた経験のある者）

であれば、一通り解説すれば調査票の作成から分析

結果の活用まで行えるだけの知識を習得できること

がわかった。

　オ　今後の課題

　今後の課題の �つとして、予測誤差の検討が指摘

図2132-3　データ解析用マクロのインターフェース

図2132-4　仮想データによる分析結果の出力例

図2132-5　堆肥需要曲線の導出例

図2132-6　堆肥�,000トンを完売するための価格設

定と処理費用の比較例
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できる。本手法は、事前予測のための手法であり、

事後的には予測が外れることがある。その原因に

は、事前には予測し得ない社会経済的な要因等も含

まれうるため、予測誤差を完全になくすことは不可

能である。そこで、実務レベルでの予測誤差の縮減

対策としては、適用事例を積み重ねて予測値と実績

値の差（予測誤差）に関する情報を蓄積し、予測誤

差がおおよそどの程度生じるのかを経験的に明らか

にし、それを踏まえて事前の予測値を補正すること

が重要になる。

　カ　要　約

　公表された研究・調査資料や地方公共団体等の業

務資料から堆肥の購入価格と購入農家率に関する情

報を収集し、最もデータ数が多い水稲作への堆肥利

用については、堆肥価格が �,000 円／トンであれば

� 割の稲作農家が購入するが、�,000 円／トンでは

� 割ほどまで低下すると予測した。また、堆肥の特

徴（各サービスの有無および価格条件）と地域全体

の堆肥需要量の関係を予測する手法を開発した。さ

らに、半日程度の講習で手法を理解することができ

るマニュアルを作成した。マニュアルの使用方法を

約 �時間講義すると、調査票の作成から分析結果の

活用まで行える見通しがついた。

　キ　引用文献

�) 合崎英男 �00�．バイオマス再生資源の需要量予

測．講座「バイオマス利活用」（その �）．農業土

木学会誌．��(��)：��-�0．

�) 合崎英男 �00�．バイオマス再生資源の需要量予

測．農林水産バイオリサイクル研究「システム化

サブチーム」編、「バイオマス利活用システムの

設計と評価」．���-���．

�) 岡本眞一 ����．コンジョイント分析－ SPSS によ

るマーケティング・リサーチ－．ナカニシヤ出版．

�) 真城知己 �00�．SPSS によるコンジョイント分析

－教育・心理・福祉分野での活用法－．東京図書．

�) Louviere, J.J., D. A. Hensher and J. D. Swait �000．

Stated Choice Methods: Analysis and Application．

Cambridge University Press．

�) 合崎英男 �00�．農業・農村の計画評価－表明選

好法による接近－．農林統計協会．

�) 中央畜産会 �00�．堆肥化施設設計マニュアル．

中央畜産会．���-��0．

�)栗山浩一�00�．Excelでできるコンジョイント�.�．

早稲田大学政治経済学部、環境経済学ワーキング

ペーパー #0�0�．

�) 合崎英男 �00�．選択実験による堆肥需要予測の

提案．農業土木学会誌．��(�):��-��．

担当研究者（合崎英男 *）

(３)　LCA によるバイオマス資源循環システムの評

価

　ア　研究目的

バイオマス利活用に関連する新たな技術やシステ

ムを導入するためには、バイオマス利活用の全体像

を俯瞰的に理解し、利活用システム整備の妥当性、

課題や改善オプションを事前に把握・検討しておく

ことが必要である。サービスや生産システムを包括

的、俯瞰的に評価するアプローチに、原料調達～生

産～使用～廃棄までのライフサイクルにわたる資源

消費や排出物量を推計し、その環境影響を評価する

LCA 手法がある。LCA 手法による分析成果を参考

にすると、個別の環境問題の解決が他の環境問題を

増幅するようなケースを見落とすことがなくなる、

広い範囲にわたる環境問題を分析できる、意思決定

に対して客観的基準が提供できるとされ、LCA は

優れた意思決定ツールになると考えられている。

そこで、本分担課題では、バイオマス資源循環シ

ステムを総合的に分析・評価するためのアプローチ

として LCA 手法の枠組みを採用し、第一にバイオ

マス資源循環評価への適用フレームを検討するとと

もに、手法の課題・限界などを明らかにする。第

二に、バイオマス資源循環シナリオを設定し、LCA

手法による分析・評価を行うことで、バイオマス資

源循環システムの評価における LCA 手法の妥当性・

有効性を考察する。さらに、わが国の農業を対象に

LCA を適用する際に必要となる基礎データの整備

を行う。

　イ　研究方法

( ア )　バイオマス資源循環への LCA 手法適用フ

レームと課題・限界の抽出

物質フロー分析、環境経済学、LCA などの考え

方を参考に、バイオマス資源循環に関係する物質量・

エネルギー利用量の測定・推計および物質代謝・環
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境収容力などの捉え方の基本的枠組みについて検討

する。さらに、特定の物質に関する事例的な物質勘

定を行うことで、バイオマス資源循環の評価に、こ

の基本的枠組みが適用可能か、妥当かを検証する。

さらに、既存の LCA アプローチに不確実性や物質

フロー上の見落としがないかを、それぞれ事例的な

試算や比較を通して検討し、バイオマス資源循環の

LCA手法による分析の課題・限界について考察する。

注）網目の部分は、産業連関表の取引き範囲を示す。

　表中の（＋）、（－）は、一般的な傾向として各部門の効用がプラスになるかマイナスになるかを想定して、表記したもの。

（±）は、一般的にもプラスとマイナスが想定できることを示す。

（補足説明）

　農村地域の生態系は物質循環機能を通して、物質の分散・均平化や（水系的に）下位に集積する物質の上位への汲み上げ

を行い、これにより地域環境の更新に寄与していると考えられる（例えば、水田・水域系の魚類の生活様式は稚魚の流下、

成魚の遡上を通して下流域から上流域への物質汲み上げを、鳥の餌場として機能する川辺・干潟、採食地となる水田域の存

在や陸域（林地など）の営巣地は、鳥類の生活行動を介して同様の物質汲み上げ・分散・均平化を担っていると考えること

ができる）。ここでは、既に環境経済の物質代謝論アプローチで示されている「経済システムと自然システムの相互連関構造」

（植田ほか �））や環境経済表（鷲田 �））の表現形式を援用し、産業部門間の投入と産出を表す産業連関表を拡張するかたちで、

経済部門以外に非経済部門と環境部門を組み入れることで、地域はこのような物質代謝により持続性を維持しているという

前提に基づいた地域活動と地域環境との関係の表現形式を採用する。

　経済部門は、地域外と地域内に �分割し、それぞれのプラス効用を物質消費・生産、環境に対するマイナス効用を負荷流

出、不要物の投棄・排出などのエミッションとし、これらに非経済部門への物質供給を加えて総効用に該当する産出の総和

を総アウトプット量とする。

　非経済部門と環境部門に含まれる諸機能・項目としては、自然・環境的更新に関わるもの、これらの機能発現を補助・増

幅させるための活動で経済的な勘定からはずれる可能性の高いものを想定し、非経済部門と環境部門における需要（インプッ

ト）と効用（アウトプット）を次のような内容・枠組みとして理解する。

・非経済部門：　コミュニティの形成･維持、相互扶助や環境維持・改善・修復行為などに関係し、経済部門による効用、シャ

ドウワークとしての村仕事・山仕事・互助、歴史的に形成・維持されてきた水利システムやコモンズの存在（場の確保、ルー

ル、慣習）などによる諸機能とその環境部門からの反応をインプットとして、適正な物質循環（かんがい水や動植物によ

る水循環・養分循環など）にともなう環境の維持効果、災害緩衝や環境の更新・地域代謝の増幅への寄与およびこれらを

支えるための有形無形の地域社会形成・維持などをアウトプットとする。

・ 環境部門：　農村地域の成立を基層として支える「無償の自然力」（永田 �））に対応する地域の自然的更新（地域資源の生産、

環境基盤の更新・修復など）に関係し、経済部門から産出・排出される物的廃棄・負荷流出やマイナス効用、これらを修

復・再生するような地域代謝（自己修復・治癒機能）、非経済部門の支援等をインプットとして、地域資源の再生、環境・

生産の場の更新・維持など、地域環境が原状態に向かって復旧・復帰する水準をアウトプットとする。

表2133-1　地域内外を分割した地域物質代謝構造の表現

アウトプット
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葒 1022,1 煌暦謖邅葒➢⤵ ⦿豼遦➥冡淆抻樰蠶➟ BN1 惷倉趠

3,138,993 105,218 256,094 80,635 

kl 12,863 782 3562 502 
kl 164,562 7,925 165 765 
kl 85,717 4,319 13,844 3,725 
kl 16,786 392 1,217 392 

kg 271.1 151.8 91.5 239.0
kg 10a 509 293 3,236 173

CO2 kg-C/ 0.0620 0.0890 0.0529 0.0475 
kg-C/ha 85.5 39.6 156.7 19.5 

) 2002
3EID

8 1995
7

葒 1022,2 壐竇うほ〻睦➢⤵ ⦿冡淆抻樰蠶➟ BN1 惷倉趠
* 1994 ** 7

T *** 

L/10a 0.9 - 1.9 2.1 3.5 0.4 7.1 1.6 
L/10a 10.8 7.9 12.0 17.6 11.2 16.2 8.9 2.1 
L/10a 7.9 8.6 10.5 6.4 9.6 10.6 11.5 11.1 
L/10a 0.1 - 0.5 0.4 0.4 - 1.6 0.2 

CO2 kg-C/ha 139.0 116.0 180.4 185.9 174.1 189.6 214.6 107.6 

7

葒 1022,3 誥咟矒濩➥識❸➢⤵ ⦿咆嘽泯禋蠢脼趠➥孁
*

** ) (cm) (t /ha) (kg-C/ha) 

0 .09 13.3 1 .21 1,609.3 1 ,509 
0.39 11.0 1 .02 1,122.0 4 ,357 
0.22 16.5 1 .01 1,666.5 3 ,666 
0.19 14.1 1 .06 1,494.6 2 ,806 
2.67 17.0 0 .83 1,411.0 37,603 
1.01 17.2 0 .99 1,702.8 17,164 
-0.17 13.0 0 .91 1,183.0 -1 ,952 
0.46 15.0 0 .84 1,260.0 5 ,844 
1.54 13.3 0 .84 1,117.2 17,183 

( )
*

kg-C/ha

(cm) ( t /ha) 
0 .29 0.57 17.4 0 .76 1,322.4 3,890 7,486 
0.15 0.22 16.2 0 .72 1,166.4 1,774 2,516 
0.63 0.66 11.5 1 .16 1,334.0 8,360 8,827 
1.82 - 16.0 0 .98 1,568.0 28,525 - 

-  0 .29 13.5 0 .72 972.0 - 2 ,819 
- -0 .15 15.0 0 .72 1,080.0 - -1 ,647 

2.57 1.21 13.0 0 .98 1,274.0 32,763 15,458 
0.05 0.77 15.8 0 .72 1,137.6 515 8,781 
0.34 0.32 18.7 0 .80 1,496.0 5,116 4,817 
1.19 1.12 24.0 1 .27 3,048.0 36,373 34,138 

1ha
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( イ )　LCA 手法を用いたバイオマス資源循環シス

テム評価の有効性検討

LCA 手法を適用するためには、対象とするシス

テムの全ライフサイクルについて調査し、個々の利

用資源やプロセスについて詳細なデータを得る必要

がある。手法の有効性を検討するためには、できる

だけシステムの実態に沿ったライフサイクルを明ら

かにし、詳細なデータを分析に反映させることが必

要である。本研究では、バイオマス生産（農業活動）

に関わる資源利用とリサイクル・プロセスが介在す

るシステム、及びバイオマスからエネルギーを生産

するシステムを事例的に分析・評価し、LCA 手法

を活用したバイオマス資源循環システム分析の妥当

性・有効性を考察する。前者の事例分析では、農家

経営と集落・地域レベルの詳細な物質・エネルギー

量の測定・推計調査を行うことのできる地域を対象

とする。後者については、ブラジルにおけるサトウ

キビからのエタノール生産の事例分析を行う。

( ウ )　バイオマス資源循環を対象とした LCA のた

めの基礎データの整備

地域農業あるいは地域におけるバイオマス資源

循環を対象に、LCA 手法を適用しようとする場合、

畜産分野の資源消費および物質排出を無視すること

はできない。一方、わが国の畜産活動において、輸

入飼料消費はとくに重要な物質フローである。輸入

飼料は輸送による環境負荷が大きく、生産地・供給

先ごとに負荷量が大きく異なる可能性が高い。し

かし、これまでの LCA では産業連関表、貿易量な

どから推計される代表値を採用することが一般的

であった。そこで、本研究では飼料種別、供給先別

に環境負荷が大きく異なることを前提に、輸入飼料

の供給地域別のライフサイクル・インベントリ分析

（LCI）を行うことで、畜産活動における輸入飼料

消費に対して共通利用が可能なライフサイクル・エ

ネルギー消費／ GHG 排出データを整備する。

　ウ　研究結果

( ア )　バイオマス資源循環への LCA 手法適用フ

レームと課題・限界の抽出

バイオマス資源循環の地域・生産基盤に対する役

割について概念的な整理を行い、既往の各種物質収

支・フロー分析の考え方・手法を参考に、経済部門

を地域内と地域外に分割し、さらに非経済部門と環

境部門（地域環境と地球環境に分割）を組み入れた

投入産出表型の物的勘定の表現形式を提示した（表

����-�）。この表現形式に LCA を援用して求めた地

域農業活動の炭素収支の試算結果を取り込んで、地

域農業の炭素勘定を試みた結果、対象とした地域農

業が物質収支の上で、どの部門に大きく依存してい

るかを明らかにした（Kobayashi�），小林 �)）。

次に、バイオマス資源および農林水産業を対象と

した LCA 的分析・評価における配慮事項を、資源

としての特殊性に基づく枠組みの考え方や手法に関

する問題の観点から、①炭素固定（CO� 吸収）の取

り扱い、②分析境界の設定、③対象とする機能の取

り扱い、④対象評価項目などの点について整理する

とともに、産業連関分析法などを活用したマクロ・

アプローチ（表 ����-�）と生産基盤・生産プロセ

スの各段階における投入産出を積み上げるミクロ・

アプローチ（表 ����-�）によるライフサイクルの

エネルギー消費量・CO� 排出量の試算や比較を通し

て、LCA 的分析・評価における枠組み・手法上の

留意点・課題として考察した（小林ら �））。

さらに、コンポスト化などの養分還流型バイオマ

ス資源循環を念頭に、循環型農業が果たす役割を

LCA 的観点から評価する場合に、環境（とくに農

地）をどのように取り扱うべきかの基礎的検討とし

て、農地の管理内容を分類し、各分類間の土壌炭素

含有量データを統計的に分析することで、農地管理

と土壌炭素の富化・消耗との関係を比較し、農地管

理の違いが土壌の炭素貯蔵に及ぼす「影響量」（表

����-�）がバイオマス資源を対象とした LCA にお

いて無視できないことを明らかにした（小林ら �），

Chen et al. �)，Chen et al. �)）。

これらの結果から、システム境界の考え方･配慮

点、地域内・外および地域環境・地球環境に分けて

測定・推計する物質・資源フローの把握手法など

のバイオマス資源循環評価への LCA 適用の基本フ

レームを検討した。さらに、LCA は時間的・空間

的に資源消費や環境への排出をシステム全体で積

算・統合化するため、地域環境・生態系の劣化・富

化などの実際の環境影響評価は行えないこと、LCA

を採用して実際の環境影響評価を行う場合は環境イ

ンディケータと劣化・富化との相関を明らかにする

などの補完が必要であることなどを、バイオマス資

源循環への LCA 手法適用における限界と課題とし
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て整理した（小林 �0），小林ら ��)��)��)）。

( イ )　LCA 手法を用いたバイオマス資源循環シス

テム評価の有効性検討

バイオマス資源循環における技術およびシステム

の特徴と課題、導入可能性を検討するために、農業

経営のリサイクル・プロセスを対象に、LCA 手法

による事例分析を試みた（小林ら ��），小林 ��)）。対

象とする農業・バイオマス資源循環のライフサイク

ルと物質・資源フロー・データを得るために、宮崎

県都城盆地地域の市町村、農協および農家に対する

詳細なヒアリング調査を行い、白波瀬ら ��) の調査

結果などを参考に、地域の代表的な作物生産と家畜

生産が把握できる肉用牛の繁殖・肥育農業経営（肉

用牛飼養を主とする飼料･稲作栽培の複合経営）を

分析対象に選定した。

リサイクル・プロセスには、各種変換技術を調査

し、機械的堆肥化とメタン発酵（残さコンポスト

化）を選定した。このリサイクル・プロセスに、現

況と自給飼料増のための飼料作付け拡大シナリオを

加えて、各シナリオのライフサイクルにわたるエネ

ルギー消費量と GHG 排出量を求めた（図 ����-�）。

その結果、LC- エネルギー消費量と LC-GHG 排出

量を評価項目に選定した場合、現行技術での機械

的堆肥化、メタン生産 + 堆肥化の処理プロセスの

導入が、バイオマス資源循環の対策として適切とは

いえない可能性があることを示した。また、この推

計に基づいて、機械的堆肥化およびメタン生産 + 堆

肥化では処理プロセスにおけるエネルギー消費量、

GHG 排出量の低減が、バイオマス資源循環におけ

る大きな技術的課題であること、その技術的目標水

準がエネルギー消費量の削減に関しては、機械的堆

肥化で現行技術の �/� 以下、メタン生産 + 堆肥化で

�/� ～ �/� 以下であること、GHG 排出量の削減に

関してはそれぞれ �0％以下、�0% 以下であることを

明らかにした。

さらに、バイオマス資源循環によるエネルギー生

産については、経済性・供給ポテンシャル・社会シ

ステムなどの点で、現実社会における農業バイオ

マスのエネルギー生産・利用の最先端に位置してい

るといえるブラジルのサトウキビ産業の概要を整理

するとともに、燃料エタノールの生産･使用段階の

GHG排出量の試算事例（図����-�）をレビューし（小

林 ��））、 Well-to-Wheel（WtW）評価としての GHG

削減効果の推計値を示すとともに、最も効率のよい

バイオマス資源循環によるエネルギー生産のエネル

ギー産出投入比が８程度となることを示した。

( ウ )　バイオマス資源循環を対象とした LCA のた

めの基礎データの整備

日本国内の飼料消費に対して一般的に利用する

ことができるライフサイクル・エネルギー消費／

GHG 排出データの作成を目的として、輸入飼料（ト

ウモロコシ、マイロ、ダイズ、ムギ類）の生産～貯蔵・

加工～輸送段階にわたるエネルギー消費／ GHG 排

出を、都道府県界を基本とする �� 供給地域につい

図2133-1　各シナリオの LC- エネルギー消費（左）と LC-GHG 排出のプロセス別構成（右）

注）メタン + 堆肥化以外のシナリオには、メタン + 堆肥化により生産されるメタンと等価の灯油消費を計上。 

　　メタン燃焼の CO� 排出 ��,���kg は含まない。Background：自然状態で耕地から排出している GHG 量。
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て推計した（小林 ��），小林ら ��)）。推計結果によれば、

（表����-�）のように輸入飼料�kgの調達は�.�～�.� 

MJ、��� ～ ��� g-CO�eq. のライフサイクルにわた

るエネルギー消費および GHG 排出をともなってい

ると見積もられた。また、（図 ����-�）のように輸

送段階の GHG 排出がライフサイクル・GHG 排出の

�0％以上を占めること、輸入飼料のライフサイクル・

エネルギー消費量／ GHG 排出量が供給地域の違い

により大きく異なることを示した。

　エ　考　察

( ア )　バイオマス資源循環への LCA 手法適用フ

レームと課題・限界の抽出

バイオマス資源循環の地域に対する役割について

の物質代謝構造の表現方法の検討・整理は、既に示

されている「経済システムと自然システムの相互連

関構造」等の概念を参考に、農村地域における活動

の資源利用の大きさ、地域環境の修復力への寄与な

どを分析・評価するための物的勘定の枠組み考案・

葒 1022,4 

LC- 6.15 5.46 6.49 6.86 
MJ/ 4.97 4.26 5.31 5.68 

5.30 4.61 5.64 6.01 
LC-GHG 395.1 342.5 426.0 422.7 
g-CO2eq./ 301.6 248.0 332.6 329.3 

328.2 275.3 359.1 355.8 

図2133-3　輸入飼料のライフサイクルエネルギー消費量とGHG 排出量の段階別構成割合

図2133-2　サトウキビからのエタノール生産のWtW分析
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提示といえ、試みた物的勘定の事例的検討の結果は、

地域を対象とした炭素のインプット／アウトプット

分析（炭素勘定）が、地域の活動（地域農業活動）

に対する非経済的活動（交換価値を明確にできない

部門の活動）や地域環境の寄与を量的に表現できる

ことを示していると考えられた。

バイオマス資源の生産・循環を対象とした LCA

における課題整理とミクロな接近法とマクロな接近

法の比較からは、バイオマス資源が鉱工業製品・材

料と異なり、地域、規模、農法などにより資源利用・

生産プロセス・生産環境が異なることを前提とした

分析が必要であり、より精度の高いインベントリー

の作成や厳密な負荷量の算定方法の確立が大きな課

題であると考えられた。

また、農地管理の違いが土壌の炭素貯蔵に及ぼす

「影響量」の分析では、「影響量」が農業生産プロセ

スにおける他の炭素フローに比較して無視できない

大きさであることを明らかにし、農地の炭素収支が

生産環境の持続性評価およびバイオマス資源循環へ

の LCA 的手法の適用において重要課題となること

を指摘した。このような検討結果や考察は、バイオ

マス資源循環の評価においても、土地資源への影響

量に関する項目に配慮した検討がなされるべきであ

ることを示していると考えられた。その際、半定量

的ではあるが、土壌炭素貯蔵の変動量を算定するア

プローチなどが、バイオマス資源循環への LCA 手

法による分析・評価に組み込まれる必要があると考

えられた。

( イ )　LCA 手法を用いたバイオマス資源循環シス

テム評価の有効性検討

農家経営を単位とする各種のバイオマス資源循環

シナリオの LCA 手法による分析結果からは、現行

の技術水準でバイオマス資源循環を導入することが

必ずしも妥当といえないシナリオがあることを示す

ことができた。また、分析によりエネルギー消費お

よび GHG 排出の観点からの技術的改良点と目標水

準を明らかにすることができ、LCA 手法適用の有

効性が確認できたと考えられた。さらに、本分析に

より、複合的なバイオマス資源循環体系の構築や海

外依存の資源利用がバイオマス資源循環の有効な方

策になりえると考えられた。

サトウキビからのエタノール生産に関する WtW

評価は、トータルとしての農業分野におけるバイオ

マス･エネルギー利用に関するさまざまな取り組み

に対して、エネルギー産出投入比や GHG 削減効果

などを考慮した評価が重要であることを示している

と考えられた。

( ウ )　バイオマス資源循環を対象とした LCA のた

めの基礎データの整備

輸入飼料の地域別ライフサイクル・エネルギー消

費／ GHG 排出データを整備することで、LCA 手法

を適用して畜産、畜産廃棄物のリサイクルや飼料

作物栽培などを含むシステムの資源利用効率や環境

負荷を分析・評価しようとする場合、輸入飼料の輸

送条件や供給地域の違いが推計結果に大きな影響を

及ぼす可能性があることを明らかにすることができ

た。今回作成した種別地域別ライフサイクル・エネ

ルギー消費／ GHG 排出データを用いることで、今

後は地域性を反映した分析が可能になるといえる。

なお、今回の基礎データ整備により、バイオマス

資源循環による飼料構成の変更が畜産活動からの

GHG 排出抑制に有効な対策の一つとなり得えるこ

とが示唆された。飼料構成の変更による効果を適切

に評価するためには、本推計データを活用したバイ

オマス資源循環方策の事例評価を蓄積することが重

要と考えられた。

　オ　今後の課題

本研究により、LCA 手法を適用したバイオマス

資源循環の評価に関する基本的な考え方、分析の

枠組みが用意できた。しかし、本研究においても

LCA に必要となる詳細なデータをすべて収集して、

分析を行なえたわけではない。とくに、リサイクル

処理（バイオマス資源変換プロセス）、資材等の流

通プロセスなどについて、十分な精度が確保できた

とはいえない。また、本研究において基本的に除外

した資本財の取り扱いも検討が必要である。通常、

農業機械、農業生産基盤などについては、産業連関

表を基本として求められている LCA データベース

の推計値を用いることができる。しかし、本研究で

明らかにしたミクロとマクロの接近法の推計の差

は、バイオマス資源循環がさまざまなスケールで構

想されることを考えると、無視できるものではない。

資本財の取り扱いについては、感度分析等により接

近法の違いが及ぼす結果への影響なども明らかにす

ることが必要と考えられる。
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今後は、既存の研究成果・データベースでカバー

できない部分や精度に問題がある項目については、

新たにデータを収集し、修正整備することが不可欠

で、詳細なデータを網羅的に収集し、一般化された

データベースとして整備することが、最も重要な課

題といえる。

評価項目に関する検討の精緻化も不可欠である。

バイオマス資源循環を対象とする LCA では、土地

劣化に関連する土壌炭素プールへの影響などの地域

環境や地域農業の持続性に関する指標を追加するこ

とが望まれる。農業やバイオマスが、炭素の固定･

放出に深く関わることを考慮すると、バイオマス資

源循環を対象に LCA 手法による分析を行うために

は、ライフサイクルにわたる炭素勘定を評価項目に

加えることも検討されなければならない。

これらの課題を解決することができれば、分析の

枠組みの拡張、指標開発が可能となる。さらに、バ

イオマス資源循環におけるシャドウワーク、規制・

協定、住民規範などに伴う効果（資源削減、負荷低

減や土地資源の劣化抑制などの非経済部門の物質フ

ローへの影響、地域環境の富化・消耗など）を定量

的に把握することができれば、一般的な LCA 手法

を大幅に拡張したバイオマス資源循環の包括的な評

価体系を構築できる。

今後、耕作放棄地でのエネルギー作物栽培などが

政策オプションとして想定され、バイオマスの循環

利用においても生産段階～使用段階の全ライフサイ

クルにわたる分析が重要になる。上記の課題を解決

することで、持続性などにも十分配慮したバイオマ

ス資源利用体系の包括的な分析・評価アプローチを

確立することが急務である。

　カ　要　約

( ア )　バイオマス資源循環への LCA 手法適用フ

レームと課題・限界の抽出

経済部門を地域内と地域外に分割し、非経済部門

と環境部門（地域環境と地球環境に分割）を組み入

れた投入産出表型の物的勘定の表現形式を提示し、

LCA を援用した炭素勘定などを行なうことで、バ

イオマス資源循環への LCA 手法の適用が、基本的

枠組みとして有効であることを確認した。また、バ

イオマス資源は鉱工業製品・材料と異なり、地域、

規模、農法などにより資源利用・生産プロセス・生

産環境が異なることを前提とした LCA 分析が必要

であることを明らかにするとともに、産業連関分析

法などを活用したマクロなアプローチとプロセスご

とに投入産出を積み上げるミクロなアプローチで推

計結果が異なることを示して、バイオマス資源循環

における LCA 分析の手法上の留意点・課題を考察

した。さらに、バイオマスの生産・循環の形態が農

地の持続性に及ぼす影響を土壌炭素貯留への「影響

量」として検討し、「影響量」が LCA 分析において

無視できない大きさであることを明らかにした。

これらの成果から、LCA 手法によるバイオマス

資源循環評価の基本フレームとしての物質・資源フ

ローの測定・推計の枠組み、および LCA 手法の限

界と課題を整理した。

( イ )　LCA 手法を用いたバイオマス資源循環シス

テム評価の有効性検討

農業経営におけるリサイクル・プロセスを対象

に、LCA 手法による事例分析を行い、現行の技術

水準でバイオマス資源循環を導入することが必ずし

も妥当といえない場合があることを明らかにした。

さらに、分析結果に基づいて、バイオマス資源循環

における技術的課題と改善目標水準を示した。バイ

オマスからのエネルギー生産については、ブラジル

におけるサトウキビの燃料エタノール生産に関する

Well-to-Wheel 評価事例を示し、バイオマス資源循

環によるエネルギー生産・利用でのライフサイクル

にわたる GHG 排出削減、エネルギーの産出投入比

算定などの定量的推計の重要性を指摘した。

( ウ )　バイオマス資源循環を対象とした LCA のた

めの基礎データの整備

日本国内の飼料消費に対して、一般的に利用する

ことができる輸入飼料の種別地域別ライフサイク

ル・エネルギー消費／ GHG 排出量を推計し、基礎

データとして整備した。また、推計結果から、輸送

段階の GHG 排出の占める割合が大きく、輸入飼料

のライフサイクル・エネルギー消費量／ GHG 排出

量は供給地域の違いにより大きく異なる可能性があ

ることを明らかにした。
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(４)　LCA による畜産糞尿の循環利用システム

の評価

　ア　研究目的

家畜ふん尿を肥料として利用することは、畜産側

にとって処理量的に最も期待されるふん尿処理利用

の方策であるが、日本の単位圃場面積の窒素収支を

勘案すれば、地下水、河川等環境への影響が大きく、

圃場に投入できる肥料量には自ずと限界がある。地

域内で処理できない余剰分は地域外へ搬出しなけれ

ばならない。これらの利用可能量や搬出量を把握す

ることは重要である。地域毎に畜産 - 耕種農業系の



― �0 ―

物質の流れが異なり、流れを把握するには様々なシ

ナリオ計算が可能なツールが必要である。

本研究では、家畜から精度よく環境負荷物質排出

量の推定とアプリケーションの開発、畜産 - 耕種農

業系における N、P、K の流れを把握し、循環シナ

リオを評価することを目的とする。

　イ　研究方法

( ア )　家畜排せつ物発生量予測

　a　大家畜

家畜ふん尿の排せつ量は給与飼料の成分と量をも

とに原単位を求め、頭数を乗じて算出する。このと

きに給与飼料は畜種や家畜の成育段階によって異な

る。特に大家畜においては、地域や経営規模によっ

て栽培する自給飼料作物やその量が異なり、結果的

にふん尿発生量も異なる。

「農業経営統計調査報告　畜産物生産費」（農林水

産省統計情報部 �））（以下、「畜産物生産費」という）

のデータから地域別の飼料の種類と量を決定し、日

本標準飼料成分表（農林水産省農林水産技術会議事

務局 �））の成分含有率を乗じて乾物、TDN、窒素（N）、

リン（P）、カリウム（K）量の年間利用量を計算する。

これをパラメータとして築城ら �) のプログラムによ

り都道府県別に発生原単位を算出した。ただし、「畜

産物生産費」の自給牧草類の使用量が各都道府県の

農業統計の牧草、飼料作物生産量に比べ著しく小さ

い場合があるので、生産量が利用量を大きく上回ら

ないように「畜産物生産費」の飼料の種類と量を調

整し最終的なパラメータを決定する。このプログラ

ムは K については計算できないので生雲 �) による

値を利用しふんと尿に案分する。肉用牛については

乳牛と同じ方法で全国一律の発生原単位を得ること

にする。

　b　中小家畜

中小家畜における飼料給与量は養分要求量より綿

密に計算されるが、農家段階では養分要求量よりも

多めの給与がなされる場合がある。また、家畜の成

長と成長段階でも異なる。そこで、より精度よくふ

ん尿発生量を予測するために家畜の成長を考慮した

� 日に給与している飼料の量を計算するプログラム

とそのデータからふん尿発生量を計算するプログラ

ムを作成する。

( イ )　LCA による家畜排せつ物循環利用システム

の評価

　a　計算モデルの概要

畜産 - 耕種の連携、循環等の評価を主眼としたモ

デルを開発する。これは、圃場における収支を基準

として、家畜排せつ物の余剰量を式 (�) で計算する。

　余剰量＝

　［家畜排せつ物由来肥料（堆肥、スラリー）

　　　＋化学肥料投入量

　　　　＋有機質肥料（家畜由来を除く）

　　　　　＋降水中窒素量＋灌漑水中

　　　　　　　＋（窒素固定量）］

　−　［作物による吸収量

　　　　＋（スラリー散布時揮散）＋（脱窒量）］

（�）

式 (�) 中のカッコは窒素に対しての項である。圃

場面に対して投入される項目は、収支式の右辺の �

番目の［　］内の項とし、出る項目は右辺 � 番

目の［　］内とし、これらの差を対象系の余剰量

とする。計算のフローを図 ����-� に示す。物質収

支を計算した後に環境負荷を計算する流れになって

いる。

図2134-1　計算モデルのフロー図
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余剰分が圃場に投入された場合は、降水量と蒸発

散量の差である土壌浸透水に �00％溶出すると仮定

する（寳示戸ら �））。余剰の溶脱に関しては、窒素

のみ計算を行う。余剰量のうち何割が圃場に留まり、

何割が浸透水に溶出するかは不明であり、土壌や地

下水脈、河川等により地域毎に異なると考えられる。

したがって、余剰量の �00％が溶出すると言う仮定

はかなり粗いが、浸透水の余剰物質による汚染の最

も危険な側を推定することになる。

　モデルの構造は、計算部分と入力データ部分に分

け、入力データセットを変更することで、計算対象

地域に応じた変更ができる。入力は、後述するデー

タファイル群によるものとパラメータとして画面上

から入力するものとがある。出力は、Ｎ、Ｐ、Ｋの

各成分の家畜からの排泄量、Ｎの揮散量、家畜由来

肥料としての圃場への投入量、化学肥料の投入量、

土壌中での余剰量、余剰家畜由来肥料量（生重量も

含む）、大気汚染に関するガスの発生量等である。

　本モデルの特徴は、以下である。

①データファイルのうちに特に窒素の揮散に関し

て、畜舎から肥料として圃場散布時の

データを持っている。

②Ｎ、Ｐ、Ｋの収支を計算しているので、圃場へ

の投入に関してＮ、Ｋ成分を制限要因と

して計算できる。

③肥効率を勘案している。

④畜産側では揮散ガス、輸入飼料の生産から日本

までの輸送、畜舎管理、圃場での作物毎

の生産時の LCI データから大気汚染の

環境負荷を計算できる。

⑤デフォルト値として各都道府県の約 �0 品目の

作物の化学肥料、有機質肥料の施肥量の

データを使用する。

⑥データセットを変えることによって、対象系の

大きさを変えることができる。

　本モデルは、Microsoft Visual Basic で作成し、

Microsoft Excel（以下、Excel）に連動される。これ

により、後述するデータ群の入力を容易にするとと

もに、計算結果の出力を Excel 上にすることによっ

て、解析のための二次的な計算が行える。

　入力ファイルには、養分吸収ファイル、作物ファ

イル、家畜原単位ファイルがある。養分吸収ファ

イルでは、主生産物、副産物のＮ、Ｐ、Ｋ、含水率

の割合が約 �0 作物分ある。作物ファイルは、それ

らの作付面積、収穫量、施肥基準に基づく、化学肥

料、堆肥の施肥量のデータと生産時における CO�、

NOx、SOx、N�O、CH� の発生原単位データを対象地

域毎にそろえる必要がある。上記以外の入力パラ

メータとしては、飼養頭羽数・ふん尿処理方式割合・

副資材としての敷料利用量・化学肥料の削減割合・

有機質肥料における家畜ふん尿由来肥料の割合・輸

入飼料量があり、これらは画面より入力する。

　出力 Excel ファイルには、計算の過程での必要な

数値や計算結果をシートに出力するようにした。３

枚のシートが窒素・リン・カリウムの計算結果のそ

れぞれに対応している。また、LCA 出力ファイル

には、各負荷物質の各発生段階における発生量や機

能単位による計算結果が出力される。

　輸入飼料に関する環境負荷計算を行う際の境界

は、米国における生産から日本への輸送、日本国内

での輸送とする。耕種農業での作物生産は、生産段

階までとする。畜産では、畜舎、ふん尿処理、散布

時の揮散ガス量と家畜管理作業における環境負荷を

計算する。対象系内の堆肥の流通に係わる輸送は、

対象系の面積と等価な円の半径を平均輸送距離とす

る。ただし、設備建設に関する負荷は対象としなかった。

　　b　循環について

　畜産と耕種農業をそれぞれ一つのコンパートメン

トとしてとらえ、図 ����-� のように仮定する。

　系外から畜産に入ってくる矢印は、飼料、購入副

資材、電気や化石燃料等とする。系外に出る矢印は

� つあるが、� つは製品として価値があるとみなせ

るもの、他は系外へ廃棄されるものである。例えば

前者は、畜産物、あるいは製品としての堆肥、後者

は揮散ガス、系外へ処理されていく生ふん尿、行き

場のない余剰堆肥も廃棄物とする。ここでは、系外

でのふん尿処理はないものとし、系内ですべて処理

するものとする。耕種へ向かう矢印は、家畜排せつ

物由来の肥料である。耕種からくる矢印は、自給飼

料、稲わら等の敷料である。

　耕種のコンパートメントに系外から入る矢印は、

化学肥料、購入有機質肥料、窒素固定、降雨や灌漑

水、電気や化石燃料等とする。系外へ出る矢印も畜

産同様に � つあり、� つは製品としての産物や副産

物、他は揮散、脱窒、溶脱、系外で処理される廃棄

物としての副産物とする。
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　循環量としては、畜産と耕種農業間でのやり取り

の総窒素量とする。

　系全体の廃棄量に対する循環量循環を指標とし

て、(�) 式を適用する。

　　　　CRW = Σ Pij / Σ Pi
W   (�)

ここで、

　CRW：系全体の廃棄量に対する循環指標

　Pij：コンパートメント間の物質移動量

　Pi
W：系外へコンパートメントから廃棄される量

　これは、系から廃棄される量に対する系内のコン

パートメントの循環の程度を表す。

　　c　シナリオによる循環評価

　栃木県のN市を対象として、シナリオ解析により、

畜産 - 耕種農業系における循環と環境負荷との関係

を見る。対象地域の飼養頭羽数と作物のデータを表

����-�、表 ����-� に示す。

　想定するシナリオは以下の �つである。

①飼料をすべて輸入：敷料は系内の稲わらを使用

（この場合、飼料作付け面積は 0とする。）

②現状で生産される自給飼料を使用：敷料は系内

の稲わらを使用

③現状で生産される自給飼料を使用、系内の稲わ

らを肉牛の粗飼料として給与：敷料は系

内の稲わらを使用

　ウ　研究結果

( ア )　家畜排せつ物発生量予測

　　a　大家畜

　計算の結果、搾乳牛では飼養形態、飼料あるいは

乳量の違いから農業地域により発生量に変動がみら

れた（表 ����-�）。ふん発生量、ふん中 K 発生量、

尿中 K 発生量は北海道で最大となり他の地域を大

きく上回った。これは北海道において牧草などの自

給粗飼料の割合が高いためと考えられる。北海道を

除く農業地域において全国の平均値を �00 とする指

数は尿中 P 発生量、尿中 K 発生量を除き �0 ～ ��0

の範囲にあった。尿中 P 発生量は �� ～ ��� と地域

畜産

耕種

系

境界

廃棄

廃棄

製品

製品

図2134-2　畜産 -耕種農業系模式図

畜種 頭羽数 作物 作付面積(ha) 収穫量(ｔ) 作物 作付面積(ha) 収穫量(ｔ)

乳牛 21,900 水稲 4,510 23,100 はくさい 17 506

肉用牛 7,270 陸稲 3 5 キャベツ 16 444

豚 - 小麦 20 63 ほうれんそう 116 1,100

採卵鶏 491,000 二条大麦 450 1,540 レタス 2 34

ブロイラー - 六条大麦 176 706 ねぎ 20 404

大豆 716 706 たまねぎ 3 68

小豆 39 34 きゅうり 16 434

らっかせい 1 1 なす 11 467

かんしょ 7 129 トマト 12 777

そば 38 39 ピーマン 1 9

牧草 2,350 102,100 りんご 13 121

青刈りﾄｳﾓﾛｺｼ 1,520 82,000 ぶどう 3 36

ソルゴー 65 2,940 なし 5 145

青刈りエン麦 75 2,240 すもも 1 3

茶 2 0 うめ 11 35

大根 89 2,130 かき 11 89

にんじん 7 62 くり 11 10

ばれいしょ 34 653 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 8 60

さといも 29 372

表 2134-1 N 市の飼養頭羽数 表 2134-2 N 市の作物
表2134-1　N 市の飼料頭羽数 表2134-2　N 市の作物
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したがって、結果的にふん尿中の窒素含有量が多く

なる。

　作成したプログラムで肥育豚換算、�000 頭規模

の養豚農家から � 日に排出されるふん中窒素、リ

ンを推定した。養分要求量を飼養標準の �00％、

��0％にした場合と粗タンパク質、TDN を約 �00％

にして、ゴマ粕を給与した場合を表 ����-� に示す

　給与水準が高くなれば、ふん尿中の窒素が多く

なった。また、給与水準が �00％であっても飼料の

種類に寄るタンパク質消化率の違いによって、ふん

尿からの排出量が著しく増加した。

　開発したプログラムでは、地域の畜産農家から排

出される窒素、リン量を予測することが可能である。

その出力例を図 ����-� に示す。

単位（全国の平均値）�) 

ふん量* 尿量* ふん中Ｎ** 尿中Ｎ** ふん中Ｐ** 尿中Ｐ** ふん中Ｋ** 尿中Ｋ**

49.1 15.8 206.5 225.2 58.2 2.2 93.7 197.2 
搾乳牛

(93-141) (96-107) (94-107) (92-108) (91-109) (73-136) (95-134) (90-177) 

22.2 6.4 68.7 103.0 19.9 6.4 51.5 108.4 
乾乳牛 (95-105) (100) (89-108) (89-108) (96-104) (89-111) (96-106) (87-121) 

11.7 5.7 64.8 62.1 14.7 3.0 32.9 93.2 

乳

牛

２歳未

満乳牛 (97-104) (98-102) (90-108) (88-110) (96-105) (90-110) (95-108) (89-120) 

22.9 5.9 56.6 78.4 17.9 4.7 42.9 103.1 繁殖め

す牛 (97-102) (98-100) (96-105) (96-106) (97-104) (91-113) (98-101) (95-104) 

15.1 6.6 90.5 84.4 22.6 5.9 33.8 36.8 

肉

用

牛
肥育牛

* kg／日／頭  ** g／日／頭 
（）は農業地域別に計算した原単位の範囲（平均値を 100 とする指数），肉用牛（肥育牛）は全国一律の値 

表2134-3　「畜産物生産費」の飼料量と自給飼料生産量から計算した家畜ふん尿、N、P、Kの

発生原単位（全国の平均値 )

葒 1023,3 

100 110 100 +

kg/ ) 16465.9
54494.6

18162.6
63459.1

28908.7
55808.0

kg/ ) 12481.6
5183.8

13814.6
6278.1

11917.9
5430.0

間のバラツキが大きかったが、他に比べて絶対量は

小さい。

それぞれの発生原単位に飼養頭数（農林水産省統

計情報部 �））を乗じて計算した全国の家畜ふん尿

に由来する N、P、K 量は乳牛で ���,�0� t、��,���

t、���,��� t、肉用牛で ���,0�� t、��,�0� t、��,���

t であった。

　　b　中小家畜

　肥育豚のように太らせる事が目的である家畜に対

しては、高水準の飼料給与がなされる。そのため

に、特にふん尿中の窒素含有量は大きく異なり、繁

殖牛舎と肥育牛舎では、においも異なる。成長が盛

んな若齢家畜では高タンパク質の飼料を必要とする

が、成熟時体重に達している繁殖雌家畜では、特に

妊娠期、中期では多くのタンパク質を必要としない

ので、タンパク質充足率を �00％にする飼料設計が

難しい。これは、低タンパク質の飼料は種類が少な

い上に、乾物重が多くなる傾向にあるためである。
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( イ )　LCA による家畜排せつ物循環利用システム

の評価

　　a　窒素循環量

　各シナリオにおける窒素循環量を図 ����-� に示

す。シナリオが①から③へと畜産 - 耕種農業間での

窒素循環量が多くなった。シナリオ③は、圃場への

堆肥施肥窒素量以上の窒素が自給飼料作と飼料、敷

料としての稲わらが畜産側に投入された。

　現場にとって一番現実的な問題となる環境負荷は

余剰堆肥そのものであるといえる。図 ����-� に窒

素循環量と余剰堆肥中窒素量の関係を示す。３つの

シナリオだけなので、断定することはできないが、

図2134-4　各シナリオの窒素循環量

図2134- 3　地域レベルにおける畜産から排出される窒素、リン量の推定出力例
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循環量が多くなれば、余剰堆肥量も減る傾向が見ら

れる。しかしながら、シナリオ②とシナリオ③の間

では、余剰堆肥量に差が見られなかった。

一方、系から廃棄される窒素量との関係は図

����-� に見られる通り、窒素循環量が増加すれば

廃棄される窒素量も減少する傾向が見られた。これ

は系内で再利用される量が多くなれば廃棄される量

が少なくなるということを示したものである。

　b　LCA による温暖化の影響

LCA による環境影響評価は特に、温暖化に関し

て行った。各シナリオにおける発生 CO� 等量とそ

の内訳を図 ����-� に示す。これをみると、輸入飼

料の生産、輸送が温暖化への寄与率が高いことを示

した。

また、農業産出額当たりの温暖化ガス発生量は、

シナリオ①から③で、それぞれ、約 �0� CO� 換算

kg/ 円、�� CO� 換算 kg/ 円、�� CO� 換算 kg/ 円と

試算された。農業産出額当たりでも、シナリオ①は

最も環境負荷が大きいシステムであった。

　c　循環と環境影響

窒素の循環量と温暖化負荷との関係を図 ����-�

に示す。窒素循環量が増加するにしたがい、温暖化

ガスの発生量も減少する傾向は見られた。シナリオ

②と③の間の温暖化ガスの発生量に大きな差は見ら

れなかった。温暖化に関しては、シナリオ②あるい

は③の生産システムのどちらを選択してもかまわな

いということである。これは、系内の循環量を多く

しても、環境負荷には差がない場合もあることを示

したものである。このような場合、評価項目の優先

度や評価項目間の重み付けによって、温暖化以外の

評価項目がシステムの評価に効いてくる。
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図2134-5　窒素循環量と余剰堆肥中窒素量の関係

図2134-6　窒素循環量と廃棄窒素量との関係

図2134-8　窒素循環量と温暖化負荷の関係図2134-7　各シナリオの温暖化の内訳
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　エ　考　察

( ア )　家畜排せつ物発生量予測

ふん尿の発生量は地域間でのばらつきが大きく、

飼養形態や飼料の組成に大きく依存してしまうこと

がわかった。地域における発生量を精度よく予測す

るには、その地域の家畜の飼料設計を知る必要がある。

( イ )　LCA による家畜排せつ物循環利用システム

の評価

輸入飼料と自給飼料との給与量の差を中心とした

シナリオの比較において、温暖化の環境負荷や余剰

堆肥を低減させるには、輸入飼料を減らして、自給

飼料を増やし、堆肥を散布する耕地面積を増やすこ

とが最も効果的であるという、よく言われているこ

とが定量的に示された。稲わら等副産物の給与は、

全飼料輸入と比較すれば温暖化負荷を低減できる

が、シナリオ②のような状態との比較では、環境負

荷の低減には、寄与は少なかった。これは対象系内

の循環量が多くなっても、環境負荷がそれほど減少

しない場合もあることを示した。この点に関しては、

さらに事例や計算例を検討していく必要がある。

　オ　今後の課題

畜産 - 耕種農業系の循環評価の観点としては、循

環している量、廃棄量、環境負荷等の点が重要であ

ると考えられる。そのためには、その地域での物質

フローを押さえる必要があり、全国一律のインベン

トリーデータを使用することは、精度を欠くととも

に、間違った評価をしてしまう可能性がある。特に

根本的なデータとしての家畜排せつ物の発生量を押

さえる事が大切である。そのためには、給与飼料の

データベースが今後必要となる。

　カ　要　約

畜産 - 耕種農業系における家畜排せつ物の循環利

用システムを評価するために、その基本的なデータ

となるふん尿発生量を正確な予測を行うアプリケー

ションの開発と畜産 - 耕種農業系における窒素、リ

ン、カリウムの物質収支と LCA 計算アプリケーショ

ンの開発を行った。

ふん尿発生量予測モデルからは、給与飼料の内容

によって発生量が大きく変わることが明らかにされ

た。対象地域に置ける給与飼料のデータベースが必

要であることがわかった。

畜産 - 耕種農業系の循環評価モデルを用いたシナ

リオ解析では、循環量が増加するに従い、廃棄量お

よび余剰堆肥量は減少傾向を示したが、必ずしも環

境負荷量が減少するとは限らないことが示された。

　キ　引用文献

�) 農林水産省統計情報部 �00�．農業経営統計調査

報告「平成 �� 年畜産物生産費」

�) 農林水産省農林水産技術会議事務局 ����．「日本

標準飼料成分表（���� 年版）」

�) 築城幹典・原田靖生 ����．「家畜の排泄物量推定

プログラム」．システム農学．��:��-��．

�) 生雲晴久 �00�．「畜産統計」にもとづく家畜排泄

物中の窒素、リン、カリウム排泄量の推定．畜産

技術．��0:��-��．

�) 寳示戸雅之・池口厚男・神山和則・島田和宏・荻

野暁史・三島慎一郎・賀来康一 �00�．わが国農

耕地における窒素負荷の都道府県別評価と改善シ

ナリオ．日本土壌肥料学雑誌．��(�):���-���．

担当研究者（池口厚男 *、島田和宏、荻野暁史、寳

示戸雅之、神山和則）

( ５)　経済・環境統合勘定によるバイオマス資源

循環システムの評価、特定再資源化技術の LCA 解

析

　ア　研究目的

バイオマスの利活用は、地球温暖化防止、循環型

社会の形成といった環境的側面での期待が高い。特

に、カーボンニュートラル（Carbon Neutral）とい

う特性を持つバイオマスは、地域での地球温暖化の

防止の観点からその推進が期待されている。バイオ

マスの多くは農山村に存在している。農林業から発

生するバイオマスの有効活用を通じた農林業の自然

循環機能の維持増進に加え、エネルギーや製品の供

給の役割が期待される。

一方で、バイオマス利活用システムを導入した事

業（以下、バイオマス利活用事業）では、十分な事

業収益を確保することが難しく、事業収支のマイ

ナス分を公的部門等が社会的コストとして負担する

ケースが少なくない。この場合には、社会的コスト

に見合うだけの事業効果を生み出し得るかどうかの

吟味、社会的な負担を最小化するための最適なシス

テム設計が課題となる。
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また、環境影響に関しては、ライフサイクルアセ

スメント（Life Cycle Assessment：LCA）による視

点が重要であり、バイオマス利活用システムの構成

や特性を十分に把握した上で、システム全体の環境

影響が最小化するような最適なシステムの検討が課

題である。

このため、本研究では、新たなバイオマス資源の

循環が地域の経済及び環境に与える影響を評価する

手法を効率的に開発すること等を目的として、バイ

オマス利活用事業の環境的、経済的な効果の統合的

な評価手法、感度分析によるシステム最適化の手法

について検討するとともに、特定再資源化技術（農

林バイオマス２号）の環境影響を LCA 解析により

評価する。

　イ　研究方法

( ア )　経済・環境統合勘定によるバイオマス資源

循環システムの評価

　ａ　事業効果の類型化

一般に、事業が生み出す効果は、直接的経済効果、

間接的経済効果、直接的非経済効果、間接的非経済

効果に大別される。農村地域でのバイオマス利活用

事業として、家庭の生ごみの堆肥化事業、家畜ふん

尿・食品廃棄物のバイオガス化事業を取り上げ、事

例調査を基に、環境的側面、経済的側面、社会的側

面から事業効果を抽出し、類型化を行う。

　ｂ　経済・環境的な効果の定量化

図 ����-� に事業効果の評価のスキームを示す。

事業全体の効果は、事業期間に生じる毎年度の費用

と便益を把握し、その総和を算定することで定量

化することができる。評価の対象となる事業期間

は、施設の耐用年数などを考慮して設定する必要が

あり、事業終了時のターミナル・バリュー（施設の

残存価値など）も収益として適切に算入する必要が

ある。評価の指標としては、正味現在価値〔NPV；

Net Present Value〕（Boardman et al.�））、費用便益

比、経済的内部収益率などがあげられる。ここでは、

NPV を用いる。

バイオマス利活用事業の事業効果は、式 (�) を用

いて算定することができる。

事業効果＝直接的経済効果＋間接的経済効果＋

非経済効果･･･ (�)

直接的経済効果＝Σ（事業収入－運転費用）－（施

設設備費）

運転費用：原材料費・運搬費・エネルギー費用・

補修費・人件費など

事業収入：生成物（エネルギー・堆肥など）販売

収入・廃棄物引取収入など

ここでは、生ごみ堆肥化事業を対象に、以下によ

り経済・環境的な効果を定量化し、統合的な評価を

試みる。

(�)　直接的経済効果

式 (�) により、生ごみの堆肥化事業の直接的な経

済効果を算定する。生ごみの処理量の変動を適切に

反映できるよう、運営費に関しては、堆肥化施設（発

酵槽・土壌脱臭棟・汚水処理施設など）の整備費、

ランニングコスト（施設管理に係る人件費、ごみ投

入・堆肥袋詰・もみがら収集運搬などに係る人件費、

光熱水費、修繕費など）等とする。なお、ランニン

グコストは、固定費と変動費（生ごみの処理量に応

じた経費）に分けて算定する。また、事業収入は、

堆肥の販売収入、家畜ふん尿の処理収入とする。

評価額＝〔堆肥等の販売等による事業収入（円

/ 年）〕－〔施設整備費・運営費等の事業に要

する費用（円 / 年）〕･･･ (�)

(�)　間接的経済効果

生ごみの堆肥化事業の実施により可燃ごみが減少

し、従来の埋め立て・焼却処理による行政経費が軽

減されることから、その効果を参入し、式 (�) によ

り間接的経済効果を算定する。

評価額＝〔生ごみの処理量（ｔ / 年）〕×〔可

燃ごみ１ｔ当たりの処理費（円 / ｔ）〕･･･式 (�)

(�)　直接的非経済効果

生ごみの堆肥化により、窒素負荷の削減が図られ

ることから、式 (�) により事業の直接的非経済効果

を算定する。

評価額＝〔事業実施による窒素の削減量（kg

全窒素）〕×〔窒素削減費用（円 /kg 全窒素）〕

･････式 (�)
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なお、窒素削減費用については、( 社 ) 農業土木

事業協会・農業農村・ゼロエミッション研究会 (�00�)

の研究では、農業集落排水施設での脱窒素費をもと

に、窒素削減効果が �,0�0 円 /kg と試算されている。

ここでは、窒素削減費用 �,0�0 円 /kg を適用する。

(�)　算定期間

効果算定に際しては、事業の実施期間を設定し、

その期間に発生するコストと収益を算入する。一般

に、ごみ処理施設の耐用年数は、��～�0年であるが、

設備によっては、耐用年数を待たずに大規模な修繕

などが必要となるケースもみられ、追加的な設備投

資が必要となる。ここでは、��年として評価を行う。

(�)　社会的割引率

公共事業の評価に際しては、建設省（当時）の「社

会資本整備に係る費用対効果に関する統一的運用指

針（平成 �� 年３月）」�) などを踏まえ、４％が広く

用いられている。一方で、地球環境問題などに係る

環境便益は、将来の世代の利益とも考えることがで

き、低い割引率を設定する考え方もあるが、ここで

は、４％を適用する。

－?　円
（設備投資額）

直接的経済便益
（現在価値）

事業期間
（年）０年 １年 ２年 ３年 ４年 X年（事業

終了年）

環境的、社会的便
益

（現在価値） 物量単位を貨幣単位に換算

?　円 ?　円?　円?　円 ?　円

事業収益（事業収
入-運転費用）

経済的費用
（現在価値）

－?　円
（追加投資額）

間接的経済便益
（現在価値）

?　円 ?　円?　円?　円 ?　円

?　円

波及的経済効
果（例：廃棄物
処理費用の軽

減、回避）

社会的割引率による現在価値化

社会的割引率による現在価値化

社会的割引率による現在価値化

?　円

ターミナル・
バリュー

図2135-1　事業効果の評価スキーム

　ｃ　不確実性の分析

バイオマス利活用事業は、処理料や生成物の販売

価格や販売量の予見が難しいなど、不確実性を有し

ている。地域特性や事業特性を踏まえ、不確実性を

有する項目を抽出し、その変動度合いを把握し、感

度分析を行う。

一般に、感度分析の手法としては、①「要因別感

度分析（一つの前提条件・仮定が変動した場合の分

析結果の範囲を把握する手法）」、②「上位ケース・

下位ケース分析（良好なケースと悪化するケースを

設定し、分析結果の幅を把握する手法）」、③「モ

ンテカルロ感度分析（主要な全ての前提条件・仮定

の変数に確率分布を与え、モンテカルロシミュレー

ションによって、分析結果の確率分布を把握する手
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法）」があげられる。モンテカルロ感度分析は、複

数の不確実性の要因を総合的に評価することができ

ることから、ここでは、モンテカルロ感度分析を用

いることとする。

モンテカルロシミュレーションは、Crystal Ball（米

国 Decisioneering 社）を用いて行う。シミュレーショ

ンでは、不確実性の特性を十分に把握し、それぞれ

に確率分布をあてはめることによって不確実性を定

義し、解析を行う。設定する確率分布型のタイプは、

その変数の特性によって決定され、正規分布・三角

分布・対数正規分布・一様分布などの分布型があげ

られる。設定に際しては、類似事業でのデータから

推定することが望ましいが、十分な知見が得にくい

バイオマス利活用事業では、確率分布を正確に設定

することは難しい。このため、上限値・下限値・中

央値を設定し、三角分布を設定して分析を行う。な

お、生ごみの堆肥化事業を対象とした分析では、以

下の点を考慮する。

(�)　受入バイオマスの量

算定する家庭の生ごみの発生量は、生活態様など

により変動が見られる他、分別回収の実施率なども

考慮し、計画数量を下回る可能性についても加味す

る必要がある。

(�)　堆肥の販売単価

生産される堆肥（液肥）などの販売価格は、堆肥

の需給動向や農家の意向に左右される。また、堆肥

や液肥の利用時期には季節性がみられることから、

過剰な在庫が積み上がった場合には、価格を安くし

て処分せざるを得ない事態も想定される。特に、数

千ｔ規模の堆肥生産を行う場合には、価格低下のリ

スクを織り込む必要がある。

(�)　生ごみの処理費用の削減効果

可燃ごみの処理コストは、地域により大きく異な

る。また、最終処分料が上昇することが見込まれる

が、その上昇率はさまざまな要因によって変動する。

地域の状況を加味した変動幅の設定が望ましい。

(�)　窒素の排出削減効果

窒素の削減コスト原単位については、地域での窒

素の負荷削減対策の動向を加味しつつ、決定するこ

とが重要である。地域での窒素の環境負荷を抑制す

る対策は、生活排水処理での対策・農地などでの面

源対策など多岐にわっており、そのコストもさまざ

まである。地域の状況を加味した変動幅の設定が望

ましい。

 ( イ ) 特定再資源化技術の LCA 解析

本研究において LCA 解析の対象とした「農林バ

イオマス２号機」は、家畜ふん尿をガス化して高効

率な発電を行うとともに、廃熱で食品残さを乾燥し

て飼料を生産したり、焼却灰をリン酸肥料として利

用するなど、バイオマスを総合的に有効利用するシ

ステムである。

バイオマスの利活用システムを LCA で評価する

際は、複数のシナリオを設定し、比較検討を行うこ

とが重要となる。どのようなバイオマスを、どこか

ら調達し、どこで再資源化するのか、また、どのよ

うな再資源化技術を適用し、生じた再生資源をどこ

で利用するのかなど、さまざまなケースが想定され

る。ここでは特に、変換施設の配置に注目し、複数

のシナリオを設定し、比較検討を行う。

変換施設の配置は、バイオマスの収集・再生資源

の輸送段階の環境負荷に大きな影響を与える。変換

施設の配置の決定に当たっては、環境の視点の他、

以下のような経済性や事業運営上の観点を考慮し、

総合的に決定されることとなる。

①畜産農家側のニーズからは、畜産農家が集中

する地区に変換施設を建設することが望まし

い。

②再生資源である肥料の需要面を考えると、耕

作農家にアクセスしやすい地区に建設すること

が望ましい。

③変換施設の経済性（規模の経済の視点）。

④立地に関する住民合意が得やすいこと。

ここでは、家畜ふん尿の発生場所・発生量・変換

施設の立地場所・規模を変数とし、家畜ふん尿お

よび再生資源（肥料）の輸送過程（トラックで輸

送）での LC-CO� を試算する。LCA 評価のフロー

及び評価モデルの概要を図 ����-�、図 ����-� に示

す。この評価モデルは、５つの自治体内での家畜ふ

ん尿の発生量（飼養頭数等に依存）・再生資源（肥

料）の利用量（農地面積等に依存）を設定し、家畜

ふん尿を変換施設に輸送する際に発生する燃料由来

の LC-CO�、再生資源（肥料）を利用先の農地に輸

送する際に発生する燃料由来の LC-CO� の総和を算

定するものである。また、最適化計算を行うことに

より、輸送段階での LC-CO� の総和が最小化される

ような変換施設の配置・変換量を検討する。
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図2135-2　評価のフロー 図2135-3　LCA 評価モデルの概念図
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　ウ　研究結果

( ア )　経済・環境統合勘定によるバイオマス資源

循環システムの評価

ａ　生み出される効果の類型化

農村地域におけるバイオマス利活用事業は、地域

内の廃棄物（未利用資源）を適正に処理する役割と

ともに、製品（堆肥等）やエネルギー（電力、熱等）

を生産する役割を併せ持つ。このように生産された

製品やエネルギーは、農村地域内で利活用されるこ

とで、様々な効果を生み出している。小島・鵜飼 �)

の研究では、農村地域での家庭の生ごみの堆肥化事

業、家畜ふん尿・食品廃棄物のバイオガス化事業を

対象に事業効果を類型化するとともに、発生メカニ

ズムを整理した（表 ����-�、図 ����-�）。

生ごみの堆肥化システムを導入した事業では、住

民が分別した生ごみは、処理事業施設において堆肥

化され、農家・住民に販売されることによって有機

農産物の生産、それを原料とした加工食品の生産と

いった間接的経済効果が発現している。また、生ご

みの発生を起点としたシステムの各プロセスでは、

生ごみの回収段階での地域住民の参画、堆肥の利用

段階での農家の参画、堆肥で生産された農産物の消

費段階での学校（学校給食）・食堂・食品加工業者・

消費者の参画がみられる。地域内の多様なステイク

ホルダーが参画することで、環境保全・リサイクル

に対する意識向上・地域の絆の強化など多様な効果
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が地域内で発現し、地域内に新たな価値が生み出さ

れている。

ｂ　生ごみの利活用事例の分析結果

小島ら �) の研究では、生ごみ堆肥化事業の事例に

ついて、表 ����-� に示すモデル的な条件を設定し、 

図2135-4　生ごみ堆肥化事業の価値創造

NPV 法により、経済的、環境的効果を定量化した。

この場合の事業効果は、全事業期間（�� 年間）に

生じる直接的経済効果（事業収入・運転費・施設整

備費等から算定）、生ごみの堆肥化による可燃ごみ

処理費の削減効果（貨幣換算）、堆肥の利用による

窒素の負荷削減効果（貨幣換算）の総額を算定し、

世帯当たりの金額を求めた。事業効果の評価額は、

約 ��� 円 / 世帯 / 年と試算された（図 ����-�）。直

接的経済効果のみでは負の値（△ �.� 千円 / 世帯

/ 年）であるが、間接的経済効果（可燃ごみ処理経

費削減効果）及び非経済効果（窒素削減効果）を含

めて統合的に評価すると正の値（0.�千円/世帯/年）

と試算された。

バイオマス利活用事業は、実施期間が長期にわた

り、これまでの経験も少ない分野であり、不確実性

を加味した事業評価を行うことが必要である。表

����-� に示す不確実性を加味した場合のモンテカ

ルロ感度分析の結果を図 ����-� に示す。横軸は事

業効果（年間の世帯当たり金額で表示）を表し、縦

軸は �0,000 回の試行した結果の確率、度数カウン
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図2135-5　生ごみ堆肥化事業の効果の試算結果

トを示している。設定した不確実性項目の変動に応

じて事業効果の数値が変動することが確率分布とし

て示されており、変動幅と起こりうる確率が視覚的

に示されている。なお、事業効果がマイナスの値は、

各効果算定額の総和が総事業費を下回っている場合

である。��％の信頼度において約マイナス �,��� ～

�,��� 円 / 世帯・年と試算された。事業主体が自治

体である場合には、一般に、このマイナス分は、追

加的な公的負担で処理されることとなるため、事業

の実施による追加的な社会的負担額と読み替えて良

い。

次に、主な不確実性項目に関して、感度分析を行っ

た結果を図 ����-� に示す。これは、トルネードグ

ラフによる感度分析であり、対象予測値に対する設

定変数を独立に変動させ、結果に対する各要素の影

響度を分析する手法である。各変数の変動幅に対す

る予測値の最大値と最小値の幅がグラフで示されて

いる。分析対象予測値は、世帯当たりの事業効果（横

軸に示されている）であり、分析対象予測値に対す

る変数（縦軸に示された項目）は、生ごみ投入量、

可燃ごみ処理費などの不確実性項目である。変数ご

とに基準値からプラス・マイナス �0％変動した値

（棒グラフ横に示された数値）となった場合の事業

効果（円 / 世帯 / 年）の値が、棒グラフとして示さ

れている。

( イ )　特定再資源化技術の LCA 解析

家畜ふん尿利活用システムとして「農林バイオマ

葒 2135-3
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表 2135-3　生ごみ堆肥化事業の評価における設定条件
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ス � 号機」によるエネルギー化・堆肥化を対象に、

利活用システムの主なプロセス構成と想定される環

境影響を抽出した（表 ����-�）。

二酸化炭素（CO�）は、以下のプロセスで発生す

ることが想定される。

①バイオマスのふん尿や食品廃棄物の収集工程で消

図2135-6　生ごみ堆肥化事業の不確実項目を加味した分析結果

事業効果（円/世帯当たり・年間）
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マイナス

プラス

〔分析対象予測値〕

〔分析対象予

測値に対す

る変数〕

注）分析対象予測値に対する変数（縦軸）ごとに基準値からプラ ス・マイ ナス10％変動した値（棒グラ フ横に示された数値）となった場合の事業効果

（円/世帯当たり・年間）の値が，棒グラ フとして示されている。分析対象予測値に対する変数は、モデル的な生ごみ堆肥化事業での数値である。
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6.13

24,000

8.0

1,030
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図2135-7　生ごみ堆肥化事業における感度分析（トルネードグラフ）

費される燃料（トラック用）に由来する LC-CO�

②バイオマスの変換プロセスで消費されるエネル

ギーや資材に由来する LC- CO�

③変換プロセス（ガス化、コ・ジェネレーション等）

で発生する LC- CO�

④生成物である肥料の輸送工程で消費される燃料

表 2135-3 生ごみ堆肥化事業の評価における設定条件
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（トラック用）に由来する LC- CO�

変換プロセスで生産されるバイオマス由来の CO�

は、カーボンニュートラルとして考えカウントして

いない。ただし、乾燥などの前処理・撹拌・加温な

どの操作に必要な電力、発電設備（デュアルフュー

エルエンジン）で用いられる燃料を外部から投入し

た場合には、これらの電力や燃料由来の LC- CO�

について考慮する必要がある。

小島 �) の研究において、畜産地帯と肥料の利用先

である農業地帯が混在する地域（５つの自治体から

構成される）を想定したモデル的な条件で試算した

（図 ����-�）。対象地域内の５つの自治体が、共同

で地域内に１箇所の家畜ふん尿変換施設を設置する

「集中処理型」のケースと、自治体ごとに計５箇所

設置する「地域分散型処理型」のケースでの、家畜

ふん尿および再生資源（肥料）の輸送過程での LC-

CO� を比較すると、「集中処理型」のケースの方が、

約 �倍大きい試算値となっている。なお、この試算

では、変換施設への外部投入エネルギー（電力・燃

料等）由来の LC-CO� は対象としていない。変換

施設の大型化によるエネルギー効率の向上（外部か

らの投入エネルギーの削減）が期待できる場合には、

別途考慮することとなる。

　エ　考　察

( ア )　経済・環境統合勘定によるバイオマス資源

循環システムの評価

　ａ　事業効果の定量化による事業評価　

バイオマス利活用事業は、バイオマスの処理料や

生産物の販売収入ではその施設整備費・運営費を賄

うことが難しく、普及上のネックとなっている。特

に、家畜ふん尿、生ごみなどの利活用の事例では、

事業コストを廃棄物処理料として十分に転嫁するこ

とが難しく、施設整備に対する補助金を加味しても、

事業収支がマイナスとなるケースが多い。自治体事

業であれば、公的部門が事業収支の赤字を負担する

こととなる。負担に見合うだけの事業効果が発揮さ

れるかを定量的に把握することが重要となる。

本研究において試算した家庭での生ごみ堆肥化事

業（モデルケース）では、バイオマスの処理料や生

産物の販売収入ではその施設整備費・運営費を賄う

ことが難しく、さまざまな間接的効果を総合的に勘

案することで事業効果が投入費用を上回ることが定

量的に明らかとなった。

事業効果を経済的側面、環境的側面から捉え定量

化し、事業の妥当性を検討するアプローチは、バイ

オマス利活用事業において有効な手法となる。バイ

オマス利活用事業の評価のフローを図 ����-� に示

す。第一に直接的経済効果項目として事業の正味現

在価値を算定する。第二に廃棄物処理コストの削減

効果、バイオマスの地域循環利用による窒素の負荷

削減効果等の効果項目を把握し、定量化できるもの

については、貨幣換算する。第三に、第一及び第二

葒 1024,3 蕝
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図2135-8　シナリオ別のLC-CO�の試算（家畜ふん尿・

肥料の輸送段階のケース）



― �0� ―

で算定した評価額の総和が負の値となれば、その他

の効果項目（例えば、環境教育効果等）について定

性的に把握・分析し、事業評価額の負の値（＝事業

実施に伴う社会的負担額）に見合う事業効果が期待

できるのかどうかを吟味する。自治体の事業であれ

ば、事業評価額の負の金額は、自治体の財政負担で

対応することとなり、最終的には納税者である住民

に負担を強いることとなる。世帯当たりの金額とし

て算定することで、分かり易く事業の妥当性を住民

に示すことができる。

　ｂ　感度分析によるシステム最適化検討　

農村地域でのバイオマス利活用事業については、

経済面、環境面での事業効果を最大化するような最

適なシステムの構築が課題となる。特に、市町村等

の公的機関が実施する場合には、投資効率性からの

検討、社会的な費用負担の最小化のための創意工夫

等が一層求められる。このためには、複数の事業シ

ナリオを比較検討し、地域での最適なシステムを明

らかにすることが重要である。このような最適なシ

ステムの検討においては、感度分析が有効な手法と

なる。

本研究における生ごみ堆肥化事業での感度分析の

結果から、事業の効果額に対して、生ごみの投入量

が最も重要な項目であり、次いで、地域での従来方

式での生ごみの処理費用、事業導入による生ごみ発

生抑制効果が重要な項目となっていることが明らか

となった。このことから、生ごみ堆肥化事業のシナ

リオ検討においては、事業効果をより効率的に向上

させるためには、第一に、対象とする生ごみを着実

に確保する方策の検討、第二に、従来方式での生ご

みの処理費用が高い地域での重点実施、第三に、生

ごみ収集の効率化（収集コスト削減）の検討が特に

重要であることが示唆された。

事業評価に感度分析を適用することによって、事

業効果への影響度合いを把握することができ、対象

とする地域の状況や適用技術の特性を加味したシス

テム設計を行うことが可能となる。今後、地域での

バイオマス利活用事業の検討においては、さまざま

な間接的効果（環境的・経済的・社会的）を最大化

させるような仕組みづくり（事業スキーム・社会イ

ンフラの両面）が重要であり、経済・環境・社会面

での統合的な評価手法の活用が期待される。

( イ )　特定再資源化技術の LCA 解析

家畜ふん尿利活用システムで取り扱うバイオマス

は、家畜ふん尿という重量物である。加えて、農村

地域においては、家畜ふん尿の発生場所・肥料の

利用先は、分散していることが一般的であり、輸送

に多くのエネルギーを要し、輸送用燃料に由来する

LC-CO� の削減が課題となる。

家畜ふん尿等を対象とした再資源化システムの構

築においては、プロセスの効率性の向上とともに、

対象バイオマス資源の収集・輸送、生成物（肥料

等）の輸送システムの効率化がライフサイクル CO�

の数値に大きく寄与する。家畜ふん尿利活用システ

ムでの変換施設の立地に関し、経済的・社会的な要

因とともに、対象資源の収集・輸送、再生資源（肥

料・飼料）の輸送過程での環境負荷（軽油に由来す

る LC-CO� など）に着目した評価が有効である。

　オ　今後の課題

( ア )　経済・環境統合勘定によるバイオマス資源

循環システムの評価

本研究において示したバイオマス利活用事業の評

価手法は、直接的経済効果、間接的経済効果、非経

済効果（環境面）を統合的に評価するものであり、

投資効率性の観点からの事業実施の妥当性を検討す

る上で、有用な手法となる。間接的経済効果、非経

済効果といった直接的な計測が困難な効果について

は、様々な評価手法が提案され、試算が行われてい

る。農村地域での事例への適用を行いながら、問題

点の摘出と手法の改良・高度化を行い、農村のバイ

オマス利活用システムの特性を考慮した手法として

発展させていくことが課題である。

また、事業効果を最大化するような最適なシステ

ムの構築に当たっては、適用する変換技術、投入す

るバイオマスや産出される製品等の種類・量、事業

規模、補助率等の公的関与の程度といった要因を踏

まえた検討が課題となる。感度分析を行うと、事業

効果への影響度合いの大きい要因を把握することが

でき、対象とする地域の状況や適用技術の特性を加

味したシステム設計を行う上で有用な情報を得るこ

とができる。

今後の地域でのバイオマス利活用システムの検討

においては、技術的側面のみならず、政策的、経済

的、社会的側面からのアプローチ（例えば、対象と
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するバイオマスを安定的に確保のための政策的、社

会的方策の検討、収集システムの効率化のための方

策の検討）が一層重要な視点となる。本研究で示し

た評価手法をシステム化検討の分析ツールとして適

用することで、技術的、政策的、経済社会的側面か

らのアプローチのベストミックスを行う上で、有益

な知見を得ることが可能であると期待されることか

ら、今後の検討が課題である。

( イ )　特定再資源化技術の LCA 解析

環境問題は、オゾン層の破壊といった地球規模で

の問題から、身近な悪臭や水質汚濁など広範な分野

に及ぶ。環境影響を評価する際は、これらの環境問

題を総合的に評価する必要がある。地域や人によっ

て、個々の環境問題に対する関心度には差異がみら

れ、その優先度合いも異なる。複数の環境影響項目

をどのように統合化するかについては、様々な手法

が試みられている。特に、どのような観点から各項

目に重みづけを行うのかが課題となる。バイオマス

利活用システムに適用可能な環境影響の総合的な評

価手法の確立が課題である。

この他、バイオマスの利活用事業は、季節変動の

問題、原料調達面での不確実性など様々なリスク（不

確実性）を内在しており、リスクへの対応が重要で

ある。このような不確実性は、システムの環境影響

を考える上でも重要な要素となる。例えば、家畜ふ

ん尿や食品廃棄物等の原料バイオマスの調達先や堆

肥等の生成物の利用先が遠方になれば、システム全

体の環境負荷も変動する。バイオマス利活用システ

ムは、生物資源をベースとしたシステムであり、不

確実性が比較的大きい。今後は、地域でのシステム

最適化検討において、シナリオの持つ不確実性を加

味しつつ、トータルとして環境負荷が最適化される

ような検討が課題である。

　カ　要　約

( ア )　経済・環境統合勘定によるバイオマス資源

循環システムの評価

生ごみ利活用システムの事例について、山形県

長井市における事例等を基にモデル的な条件を設

定し、価値評価の手法である DCF（Discount Cash 

図2135-9　バイオマス利活用事業における評価のフロー
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Flow）法により、経済的、環境的効果の定量化を行っ

た。総合的な事業効果は、全事業期間（�� 年と設定）

に生じる直接的経済効果（事業収入・運転費・施設

整備費等から算定）、生ごみの堆肥化による可燃ご

み処理費の削減効果（貨幣換算）、堆肥の利用によ

る窒素の負荷削減効果（貨幣効果）の総額とし、世

帯当たりの金額として試算した。この結果、直接的

経済効果のみでは負の値（△ �.� 千円 / 世帯・年）

であるが、間接的経済効果（可燃ごみ処理経費削減

効果）及び環境効果（窒素削減効果）を含めて評価

すると正の値（0.� 千円 / 世帯・年）となった。事

業効果については、生ごみの投入量、可燃ごみ処理

費、堆肥販売価格等の変数について不確実性を加味

した分析（モンテカルロ DCF 法）を行い、��% の

信頼度において約△ �.� ～ �.� 千円 / 世帯・年と試

算した。また、感度分析により、生ごみ利活用の事

業効果を向上させるためには、生ごみを着実に確保

する方策の検討、従来方式での生ごみの処理費用が

高い地域での重点実施、生ごみ収集の効率化（収集

コスト削減）の検討が重要であることを示した。

( イ )　特定再資源化技術の LCA 解析

熊本県鹿本地域をモデル地区とし、家畜ふん尿等

を対象とした再資源化システム（農林バイオマス２

号を想定した地域資源循環システム）について、地

域での廃棄物の発生場所、発生量、再資源化プラン

トの立地場所、規模を変数とし、廃棄物及び生成物

の輸送過程でのライフサイクル CO� を算定し、最

適化する分析モデルを構築した。鹿本地区を想定し

たモデル条件での集中型プラント配置ケースと分散

型プラント配置ケースでの試算を行った。家畜ふん

尿等を対象とした再資源化システムの構築において

は、プロセスの効率性の向上とともに、対象バイオ

マス資源の収集・輸送、生成物（肥料等）の輸送シ

ステムの効率化がライフサイクル CO� の数値に大

きく寄与することが明らかとなった。
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(６)　安全性からみたバイオマス資源循環システ

ムの評価

　ア　研究目的  

有機性廃棄物の発生を抑制し、限りある資源を有

効活用する循環型社会へ移行することが求められて

いる。有機性廃棄物（バイオマス）は、窒素やリン

酸などの肥料成分を含み、土壌改良材としての効果

も期待できることから、緑農地へ有効活用されるこ

とが期待される。しかしながら、有機性廃棄物の発

生量は膨大であり、すべてを緑農地で有効活用する

ことは困難である。さらに、有機性廃棄物には多か

れ少なかれ有害な重金属が含まれているので、食料

生産基盤である農地へ施用する際には、慎重になら

ざるを得ない。

有機性廃棄物に含まれる重金属、カドミウム (Cd)、

亜鉛 (Zn)、銅 (Cu) についての安全性を評価するた

めに、各種化学肥料を収集し、分析する。各種デー

タを収集し、化学肥料および家畜ふん堆肥による重

金属の農地への負荷量を試算し安全性を評価する。
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　イ　研究方法

( ア )　カドミウムについて

各種化学肥料を収集・分析し、リン酸当たりの濃

度を求める。さらに、肥料の消費量をもとに化学肥

料による農地への Cd の負荷量を求める。各種デー

タを収集し、家畜ふん堆肥の発生量と利用率から、

農地への Cd の負荷量を求める。表層 ��cm の表土

の量を仮定し、負荷量を評価する。

( イ )　亜鉛・銅について

各種化学肥料を収集・分析し、リン酸当たりの濃

度を求める。化学肥料と家畜ふん堆肥による農地へ

の亜鉛・銅の負荷量を求める。作物の生産量と濃度

から作物による亜鉛・銅の収奪量を求め、農地への

負荷量を評価する。

　ウ　研究結果

 ( ア )　カドミウムについて

窒素肥料およびカリ肥料の Cd 濃度は非常に低い

のに対し、リン酸を含む肥料の Cd 濃度は高い。こ

れは、リン酸肥料の原料となるリン鉱石に Cd が含

まれるためである。また、よう成リン肥の Cd 濃度

が低いのは、Cd の沸点（���℃）を超える温度で溶

融させる（�,��0 ～ �,�00℃）ため、揮散するから

葒 1025,0 

t/  Cd mg/kg  Cd kg/
68,032 4.01 273
96,130 0.04 4
8,064 5.30 43

72,892 4.01 292
1,823,518 2.98 5,434

367,257 2.63 866
2,435,893 7,012







葒 1025,1 

P2O5 (t) Cd (t) Cd (t) ( )
59,424 1.01 0.64 63.8
49,713 0.84 0.44 52.7
82,147 0.78 0.17 21.2
81,233 0.74 0.71 97.0
22,506 0.20 0.20 96.3

295,023 3.57 2.16 54.2





である。化学肥料に含まれて日本の農地に負荷され

る Cd は、合計 �,0��kg と試算された ( 表 ����-�)１)。

肥料取締法によるリン酸肥料の Cd 許容量は、リン

酸 (P�O�）�kg あたり ��0mg であるが、流通してい

る化学肥料のリン酸 �kg あたりの Cd は ��.��mg で

あり、許容量の �0 分の �以下に抑えられている。

汚泥肥料（下水処理施設・し尿処理施設・事業場

の排水処理施設などから生ずる汚泥をもとに製造し

た肥料）は、有害成分を含有する恐れが高い普通肥

料として位置づけられている。そのため、Cd につ

いては、肥料取締法で乾物 �kg あたり �mg 以下に

規制されている。�� 点の下水汚泥肥料を収集し分

析したところ、Cd 濃度の平均値は �.�mg/kg（最大

値は �.�）で、すべて規制値を下回っていた２)。リ

ン酸 �kg あたりの Cd は、��.��mg であった。

牛ふん、豚ぷん、鶏ふんの Cd 濃度、それぞれ 0.��、

0.�0、0.��mg/kg（乾物あたり）３)、また、牛ふん、

豚ぷん、鶏ふんのリン酸濃度、それぞれ、��.��、
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葒 1025,2

(mg/kg) (mg/kg) (t) (t) (t)
Cd 0.587 0.239 1,497 715 2,212 
Zn 74.7 49.5 190,485 148,005 338,490 
Cu 20.8 18.3 53,040 54,717 107,757 
Pb 20.9 16.9 53,295 50,531 103,826 

葒 1025,3 

2001  2002  2003
2,348 2,365 1,669
5,859 5,071 5,710

155,092 119,428 146,084
163,302 126,866 153,463


��.��、��.��g/kg（乾物あたり）３) を用いて、リン

酸�kgあたりのCdを計算すると、��.��、�.�0、�.0�mg

となる。この値を用いて、家畜ふん堆肥に含まれる

リン酸の発生量から計算した Cd 発生量は、�.�� ｔ、

さらにそれぞれの家畜ふんの種類毎の堆肥利用率を

もとに計算した農地に対する Cd 負荷量は �.�� ｔと

なった ( 表 ����-�)１)。

日本の水田と畑地の表土（表層 ��cm）に含まれる、

Cd、Zn、Cu、鉛（Pb）を試算した。水田は ��� 万

ha の ��.�％を非火山灰土、��.�％を火山灰土とし、

図2136-1　カドミウムのマテリアルフロー（�00� 年　純分　単位：t）
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それぞれの仮比重を 0.�、0.� とした。畑は ��� 万

ha の �.�％を岩屑土、��.�％を沖積土、��.�％を火

山灰土とし、それぞれの仮比重を �.�、�.�、0.� と

した。これらの値を用いて表土の重さを試算した結

果、水田土壌 ��.� 億ｔ、畑土壌 ��.� 億ｔとなった。

重金属濃度は浅見らの自然界値 �) を用いた。表土に

含まれる Cd は水田土壌では �,��� ｔ、畑土壌では

��� ｔ、あわせて �,��� ｔであった ( 表 ����-�)１)。

���� 年に公布された「特定化学物質の環境への

排出量の把握および管理の改善の促進に関する法律

（PRTR 法）」により、カドミウムの環境への排出量

が公表されている。これによると、大気への排出量

は約 �t、公共用水域への排出量が約 �t であった。

また、�00� 年のカドミウムのマテリアルフロー �)

葒 1025,4 

(mg/kg)( ) (mg/kg)( )
) (112) 258 (377) 73 (146) 
) (32) 630 (270) 185 (107) 
) (83) 379 (138) 43 (22) 

) (35) 548 (280) 230 (160) 
) (8) 69 (33) 15 (3) 


によると、消費量 �,��0t のうち、��％にあたる �,���t

がニカド電池に使われている。ニカド電池はこの

�0 ～ �0％が輸出され、�00t が輸入され、国内消費

に回るものは ��0t、回収されるのは �00t 前後で回

収率は �0％程度である。電気炉ダストとして ��0t

程度含有されており、電気炉ダストから亜鉛を回収

する工場で回収されるカドミウムが �0t である。全

体として埋め立て処分されるものが約 ��0t、電気

炉ダストとして埋め立て処分されるものが約 �0t あ

るとみられている。この図から、亜鉛製精錬に伴っ

て、多量のカドミウムが循環していることがわかる。

(イ)　亜鉛・銅について

家畜ふん堆肥、下水汚泥肥料、高度化成肥料に含ま

葒 1025,5

180 94 394 308 
34 36 
33 60 
4 20 
14 25 
298 63 

1,157 977

563 297 1,551 1,285 
27 20 86 78 
10 8 
7 13 
2 4 
5 5 
57 13 

252 213

108 63 337 292 
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れる亜鉛と銅の濃度を示す（表����-�）。亜鉛は豚ぷ

ん堆肥、下水汚泥肥料、鶏ふん堆肥で高く、銅は下水

汚泥肥料と豚ぷん堆肥で高い。豚の飼料には亜鉛と

銅が，鶏の飼料には亜鉛が発育促進のために添加さ

れているため、それらの家畜ふん堆肥の濃度も高い。

化学肥料とともに農地へ施用される亜鉛と銅はそ

れぞれ ���t、��t と計算された。家畜ふん尿由来の

葒 1025,6 

74.7mg/kg
190,485t 

120mg/kg
306,000t 

308t
375

49.5mg/kg
148,005t 

120mg/kg
358,800t 

977t
216



亜鉛と銅の発生量は、それぞれ �,���t、���t、堆肥

の利用率から計算した農地への負荷量は、それぞれ

�,���t、���t となった。また、作物による亜鉛と銅

の吸収量は、それぞれ ���t、�0�t であった７)。

作物種ごとに、農地における亜鉛と銅の収支を試

算した。水稲と飼料作物では、化学肥料による投入

量が収穫物による収奪量よりも少なく、これらは化

学肥料だけでは亜鉛と銅が不足することを示唆して

いる。麦類や豆類などを合わせた穀類は、化学肥料

による投入量と収穫物による収奪量がほぼ同等であ

り、その他の作物では化学肥料による投入量の方が

多くなった ( 表 ����-�)７)。

亜鉛は水田で �0�t、畑で ���t が過剰となる。こ

れらの過剰が蓄積した場合、亜鉛 ��0mg/kg の管理

基準を何年で超えるかを試算したところ、日本全体

で薄く広く平均して施用すれば、全量が表層に蓄積

したとしても �00 年以上の余裕があると試算された

（表 ����-�）５)。

　エ　考　察

( ア )　カドミウムについて

Cd は、植物にとっても動物にとってもまったく

必要のない元素であるにもかかわらず、植物にも動

物にも吸収され蓄積されるというやっかいな性質

をもつ。さらに、作物の外見上まったく何の変化

も認められない濃度であっても、長期にわたり摂

取することで、人間の健康に大きな被害をおよぼ

す。Cd がイタイイタイ病の原因であることが明ら

かにされ、�mg/kg 以上の玄米を生産する可能性の

ある水田については、土壌汚染防止法により客土な

どの恒久対策がとられた。また、食品衛生法により

�mg/kg 以上の玄米は、全量が焼却処理されている。

さらに、消費者の不安を考慮し、0.� ～ �.0mg/kg

の玄米については、糊などの非食用用途にまわされ

ている。

平成 �� 年 � 月現在で、コーデックス委員会にお

いて合意に達したCdに関する各食品群の基準値は、

精米 0.�、小麦 0.�、穀類（そばを除く）0.�、ばれいしょ

（皮を剥いたもの）0.�、根菜・茎菜0.�、葉菜0.�となっ

ている。また、大豆については Cd の主要な摂取源

ではないので検討が中断されており、大豆（乾燥し

たものを）を除く豆類は 0.�mg/kg となっている。

PTWI（暫定耐容週間摂取量）は毒性試験などに

もとづくリスク評価により、人が一生涯毎日摂取し

ても健康に悪影響を与えない量を体重 �kg、� 日間

あたりで表したもので、� μ g で合意されている。

現在の日本人の Cd 摂取量の平均は、PTWI の約

�0％であり、米からの Cd 摂取量がその約半分であ

る８)。CODEX に提出した日本の修正案の根拠とな

る「日本人のカドミウム暴露量推計に関する研究－

平成 �� 年度－中間解析報告書」では、基準値設定

の国際的な目安とされている ��％値が � μ g を下

回ればよいとされている９)。しかし、このことは �％

弱の人が PTWI を超えて Cd を摂取する可能性があ

ることを意味する。このため、農地の Cd レベルは

できるだけ現状に維持すべきと考えられる。

PTWI から、体重 �0kg の人が � 年間に摂取して

もよい Cd は ��.��mg、さらに日本人を � 億 � 千万

人とすると、日本人全体が �年間に摂取してもよい

Cd は �,��0kg と計算できる。そこで、�t 程度を日

本における食品中 Cd 循環量の限界と考えることに
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する。国内の農地への Cd 負荷量は化学肥料 �t、家

畜ふん堆肥 �t、合計 �t と試算され、上限とした �t

を超えていることから、農地への Cd 負荷はできる

だけ少なくすることが望ましい。畜産も含めた地域

レベルの Cd 循環を考えた場合、Cd はリン酸肥料

と購入飼料に含まれて持ち込まれる。リン酸あたり

の Cd は、リン酸肥料と家畜ふん堆肥でそれほど変

わらないので、家畜ふん堆肥に含まれるリン酸でリ

ン酸肥料を代替して、作物や飼料作物を栽培すれば、

地域外からのCdの持ち込みを減らすことができる。

環境に放出される Cd は、水田や農地へ負荷され

た場合は、作物の汚染として、海域に負荷された場

合は魚介類の汚染として人間に返ってくると考えら

れる。PRTR 法により公表された Cd の環境への排

出量は、大気への排出量が約 �t、公共用水域への

排出量が約 �t である。国内で生産されるニカド電

池のほとんどが輸出され、国内の循環量が減るのは

いいことであるが、食糧輸入国である日本にとって

食料輸出国の農地が汚染されると考えるならば、必

ずしもいいことではないと考えられる。

しかしながら、農地の表土に含まれる Cd 量は

�,���t で、�t は 0.�％にすぎないので、Cd 濃度の高

い有機性廃棄物を局所に大量に施用しない限りにお

いて、短期的には問題にならないと考えられる。

( イ )　亜鉛・銅について

Cd と異なり、Zn と Cu は植物にとっても動物に

とっても必須の微量要素である。作物の亜鉛欠乏は

比較的広く分布しており、岩手県の陸稲・トウモロ

コシ、群馬県のコンニャクイモ、北海道十勝地方の

トウモロコシ、静岡県・和歌山県のミカンなどで欠

乏が報告されている。また、人間や家畜も、亜鉛不

足の傾向にあるといわれている。銅は植物に対する

毒性が強いが、動物にはあまり毒性が現れず、家畜

では不足している場合が多いと言われている。銅・

亜鉛は、植物への毒性が先に現れるので、動物への

影響は考慮しなくてよい。

銅は，渡良瀬川などの鉱毒の原因物質であったた

め，水田に限り 0.�M 塩酸抽出で ���ppm を超える

場合に土壌汚染防止法により客土などの修復事業が

行われた。この濃度では �0％程度の減収が認めら

れる �0)。

下水汚泥肥料（再生有機質資材）の連用による土

壌への重金属の蓄積を防止するために，亜鉛の含有

量を管理基準とし，強酸分解法による亜鉛濃度を乾

土 �kg 当たり ��0mg とすることが環境庁により通

達された。この数値は，重金属濃度を人為的な汚染

がない農用地のレベルに保つのがよいとの考え方

に基づいて，環境庁が実施した亜鉛賦存量分布の

��％値を採用したものである。

重金属濃度の高い豚ぷん堆肥を連用した場合，�0

年足らずで亜鉛の管理基準を超えると指摘され ��)，

豚ぷん堆肥の有効利用の妨げの一因となっている。

豚ぷん堆肥の利用を促進するためには，飼料にもと

もと含有される亜鉛と銅の消化吸収率を高め，飼料

への亜鉛と銅の添加は必要最小限にとどめるべきと

考えられる。

有機性廃棄物を積極的に利用して減化学肥料栽培

や無化学肥料栽培などの有機栽培により消費者ニー

ズに応えようとする流れがある。しかし，有機性廃

棄物に含まれる成分は作物側の需要と必ずしも一致

せず，連用すれば土壌にアンバランスが蓄積される。

家畜ふん堆肥を主な肥料源として有機栽培を実施

している野菜栽培農家の作土の亜鉛濃度などが調査

された ��)。調査した多くの圃場で，管理基準を超え

る亜鉛の蓄積とともにリン酸の蓄積が明らかとなっ

た。家畜ふん堆肥の施用により亜鉛の濃度が管理基

準を超えても，野菜（タマネギ，ダイコン）の生育

障害や収量低下は認められなかった。しかし，家畜

ふん堆肥にはリン酸肥料と同等のリン酸当たりカド

ミウムが含まれるので，土壌へのリン酸の蓄積は，

それだけのカドミウムが土壌へ負荷されたことを意

味している。

「特定栽培農産物に係る表示ガイドライン」が見

直され，�00� 年 � 月以降，化学肥料については，

「当該農産物の生産過程等において使用される化学

肥料の窒素成分量が，当該農産物の栽培地が属する

地域の同作期において当該農産物について慣行的に

使用される化学肥料の窒素成分量の � 割以下である

こと。」となった。作物中の重金属を考えるならば，

カドミウムを含まない窒素肥料よりも，カドミウム

を含むリン酸肥料の方を問題にすべきである。窒素

要求量の多い作物について，窒素成分量の �割以上

を家畜ふん堆肥でまかなうとすると，農地へのカド

ミウムの負荷が増加する恐れがある。

有機性廃棄物の施用により管理基準を超えて亜鉛
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が蓄積しても，作物に亜鉛による悪影響が出ること

はない。このことから，亜鉛の管理基準を引き上げ

たいとの意見がある。しかし，管理基準は亜鉛以外

の重金属，当時としては分析が困難であったカドミ

ウムの代替指標と考えるべきであり ��)，過剰な有

機性廃棄物施用の歯止めとして一定の役割を果たし

たものと考えられる。

　

　オ　今後の課題

日本人の Cd 摂取量は、世界で一番多いとされる。

化学肥料、家畜ふん堆肥、下水汚泥肥料について、

適正に製造されたものが適正に施用されるならば、

短期的には問題は生じないと考えられる。しかし、

作物による農地からの重金属の持ち出しは少なく、

農地に負荷された重金属は蓄積される。安全な農作

物を生産できる農地を守るという長期的視点も重要

と考えられる。

　カ　要　約

( ア )　化学肥料中の重金属はリン鉱石に由来する。

リン酸 �kg 当たりの Cd 濃度は、化学肥料、牛ふん

堆肥、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥、下水汚泥肥料で、

それぞれ ��.��、��.��、�.�0、�.0�、��.��mg であっ

た。

( イ )　化学肥料による日本の農地への Cd の負荷

量を、約 �t と試算した。家畜ふん堆肥に含まれる

�.��t のうち �.��t（��％）が農地へ負荷されると

試算した。

( ウ )　暫定耐用週間摂取量（PTWI）は体重 �kg、�

週間あたり � μ g とされている。体重 �0kg の人が

図214-1　つくば市の窒素収支と過剰なブロック

図214-2　都城市の窒素の収支と窒素均衡領域

図214-4　つくば市における施設数とRMの関係

図214-3　仮想した再資源化施設の位置と計算ケー

ス
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http://www.env.go.jp/recycle/report/h��-0�/index.

html

�) Mishima, S., Taniguchi, S., Kawasaki, A. and 

Komada, M. �00�. Estimation of zinc and copper 

balance in Japanese farmland soil associated 

with the application of chemical fertilizers and 

livestock excreta. Soil Science and Plant Nutrition. 

��:���-���. 

�) 農林水産省：食品のカドミウムに関する情報

　http://www.maff.go.jp/cd/index.html

�) 日本人のカドミウム暴露量推計に関する研究　

平成 �� 年度中間解析報告書　厚生労働科学研究

費　厚生労働科学特別研究事業  

�0) 直原　毅 ����．重金属汚染の現場における対応

と問題点．土壌の有害金属汚染－現状・対策と展

望－．日本土壌肥料学会編．��-��．博友社．

��) 磯部等・関本均 ����．栃木県における豚用飼料．

豚ぷんおよび豚ぷん堆肥の重金属含量の実態．日

本土壌肥料学雑誌．�0：��-��．

��) 堀兼明・福永亜矢子・尾島一史・須賀有子・浦

島泰文・田中和夫・池田順一 �00�．家畜ふん堆

肥を連用した野菜栽培農家および試験圃場にお

ける亜鉛の蓄積実態．近畿中国四国農業研究セン

ター研究報告．４:�0�-���．

��) 久保井　徹 ����．汚泥の土壌還元と重金属．土

壌の有害金属汚染－現状・対策と展望－．日本土

壌肥料学会編．��-��．博友社．　

担当研究者（駒田充生 *、三島慎一郎、井上恒久）

４　バイオマス資源循環システムの空間分布解

析

　ア　研究目的

バイオマス資源の発生源、再資源化施設 ( プラ

ント )、還元利用地で構成されるバイオマス資源循

環利用システム内には、①発生量と還元利用量の

ギャップ、②時間的ギャップ、③空間的ギャップが

存在し、システムの効率的利用のためには、その

ギャップを減少させる必要がある。本研究で特に着

目した空間的ギャップとは、バイオマスの生産・発

生位置、バイオマス変換施設、再生資源の利用位

置との間に生じる空間的距離のことである。空間的

ギャップは、経済性では輸送費と関連が深く、LCA

解析では輸送に必要なエネルギー、二酸化炭素発生

１年間に摂取してよい Cd は ��.��mg、日本人 � 億

� 千万人が � 年間に摂取してよい Cd は �,��0kg と

計算できる。化学肥料と家畜ふん堆肥による農地へ

の Cd 負荷量は、これを超えている。

(エ )　表土 (表層��cm)に含まれるCdを水田�,���t、

畑 ���t、合わせて �,���t と試算した。�t は 0.�％に

すぎないので、Cd 濃度の高い有機性廃棄物を局所

に大量に施用しない限りにおいて、短期的には問題

にならないと考えられる。

( オ )　亜鉛と銅は植物にとっても動物にとっても

必須の微量要素である。化学肥料中の亜鉛と銅だけ

では収支がマイナスとなり家畜ふん堆肥による適度

な亜鉛と銅の供給が必要である。

( カ )　有機性廃棄物を積極的に利用して有機栽培

をすると、土壌に亜鉛とともにリン酸が蓄積する。

リン酸の蓄積はそれだけの Cd が農地に負荷された

ことを意味する。土壌リン酸および有機性廃棄物に

含まれるリン酸を適正に評価し、新たな化学肥料の

リン酸によるCdの負荷を減らすべきと考えられる。

　キ　引用文献

�) Mishima, S.,Kimura, R. and Inoue, T. �00�. 

Estimation of cadmium load on Japanese farmland 

associated with the application of chemical fertilizers 

and livestock excreta. Soil Science and Plant 

Nutrition. �0:���-���. 

�) 三島慎一郎・川崎晃・駒田充生 �00�．下水汚泥

コンポストの重金属含有率の傾向と利用における

問題点の評価．日本土壌肥料学雑誌．��:��-��．

�) 折原健太郎・上山紀代美・藤原俊六郎 �00�．家

畜ふん堆肥の重金属含有量の特性．日本土壌肥料

学雑誌．��:�0�-�0�．

�) 浅見輝男・久保田正亜・南沢究 ����．土壌中

のカドミウム、アンチモン、ビスマスなど重

金属元素の自然界値．日本土壌肥料学雑誌．

��:���-���．

�) 駒田充生・三島慎一 �00�．重金属の安全性から

みた問題点．農林水産バイオリサイクル研究「シ

ステム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シ

ステムの設計と評価」．��-�0�．

�) 環境省・（財）日本環境衛生センター �00�．製品

中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関

する調査検討報告書．
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量と関連が深い。

そこで、本研究は空間的ギャップを GIS 利用して

解析し、地域特性に応じた適切な再資源化施設の規

模、配置の検討に資することを目的とする。

 イ　研究方法

（ア）本研究では、家畜ふん尿を堆肥化して畑地に

施用するシステムを検討した。空間的ギャップを理

解するための方法を２つのステップに分けた �)。第

� のステップで、家畜ふん尿の発生位置とふん尿に

含まれる窒素量、堆肥を施用する畑地の位置（以下、

堆肥利用位置）と施用可能な窒素量（受け入れポテ

ンシャル量）を求め、それぞれの空間分布を把握す

る。そして、これら発生量と利用量の差し引きによ

り、窒素収支の分布図を作成し、発生量と施用可能

量が均衡する空間を決定する。この分布図が堆肥化

施設の位置を決定するための基礎図となる。なお、

算出のための家畜頭数、畑地面積は、農林センサス、

および畜産統計を用い、窒素発生量、還元利用量の

原単位は既存の研究で求められた値を用いた。

（イ）第 � のステップでは、家畜ふん尿発生位置と

堆肥利用位置の情報に、第１ステップで検討した変

換施設の位置の情報を加えて、運搬距離や運搬重量

から空間的ギャップをリソースマイルを用いて定量

化する。運搬距離はネットワーク解析により最短距

離を求める。この数値を元に、家畜ふん尿を堆肥化

する場合にはどの空間を対象範囲とするべきか、堆

肥化施設をどこに配置させたら効率がよいか等の

検討を行うことができる。ここで、リソースマイ

ル（RM(t ･ km)）とは、発生源から再資源化施設ま

での距離 (km) と家畜ふん尿発生重量 (t) を乗算し

た値と再資源化施設から畑地までの距離 (km) と堆

肥重量 (t) を乗算した値のことであり、経済分析や

LCA による環境分析の重要なパラメータとなる。

　ウ　研究結果

( ア ) 窒素収支の解析結果

窒素収支について、設定した原単位で窒素収支を

算出すると、つくば市では受け入れポテンシャル

が窒素発生量より約 �t/ 年多くなった（図 ���-�）。

家畜ふん尿を全て堆肥化した場合、つくば市内で使

用可能なことがわかる �)�)。

都城市全体で窒素収支を算出したところ、�000t/
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図214-6　道路距離と直線距離の関係
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年窒素が過剰となる。都城市全域を空間単位として、

家畜ふん尿を堆肥化して畑地に施用することはでき

ない。集落単位でも窒素過剰な集落が多く、特に、

西岳村、志波池村、中郷村では窒素過剰が顕著であ

る（図 ���-�）。

( イ )　RM の解析結果

つくば市を対象に窒素の過剰な集落が集まった �

ブロックのふん尿を、窒素受け入れポテンシャル量

の大きい集落で堆肥利用するために、堆肥化施設を

建設することを想定した。� ブロックの重心に堆肥

化施設を仮想した場合（ケース �）と、� ブロック

の各重心に堆肥化施設を仮想した場合（ケース �）

について RM を計算した（図 ���-�）。ケース �では、

ケース � の �/� の RM となった（図 ���-�）。また、

集落間の差がケース �では大きいことが確認された

（図 ���-�）。

さらに、道路のネットワーク解析を直線距離に置

き換えて、空間解析を簡便に行うことが可能かどう

かを検討した。その結果を図 ���-� に示す。

（ウ）RM を用いた経済分析結果

RM が減少すれば、それにともなう輸送費も減少

する。しかし、実際にはバイオマス利活用システム

を構築・運用する際には、輸送費、堆肥の生産費な

どを含めた堆肥化施設のランニングコストと、堆肥

化施設の建設費などのイニシャルコストを合計した

総コストを考えなければならない。

都城市を事例として、地域内に大規模な堆肥化

施設を � カ所設置したケース（ケース �）と、小

規模な堆肥化施設を � カ所設置したケース（ケー

ス �）について、それぞれ総コストを比較した（図

���-�）。建設費や堆肥生産費は、規模や採用技術に

より大きく異なるため、既存施設の値を参考値とし

て用い、試算した �）。

施設運営の初期には、ケース �の総コストがケー

ス �のそれを上まわるが、施設の運営年数が長くな

ると、ケース �の総コストは逆転する。これは、ラ

ンニングコストの中の輸送費が、複数の小規模施設

を設置した場合の方が低くなることに起因してい

る。

　エ　考　察

（ア ) 窒素収支

つくば市では、集落単位でも、ほとんどの集落内

で窒素収支が負の値となり、集落内で家畜糞尿を堆

肥化して利用する小規模分散型の循環利用が可能で

あることがわかる。しかし、集落内で窒素が過剰と

なり集落内で窒素の循環利用ができない集落もあっ

た。窒素過剰集落が集まっているブロックが４つあ

り、これらの地区では、過剰なふん尿を集落外へ運

搬し利用する等の対策が必要である。

　都城市のように市全体で窒素が過剰となる場合、

家畜ふん尿、堆肥を市外へ輸送するか、エネルギー

に変換する等の堆肥以外の利用形態を検討する必要

がある。

（イ ) RM の解析結果

畜産ふん尿重量や堆肥重量に、道路距離を乗じた

RM は、運搬にかかる労力であり、輸送費等と関連

が深く、この指標を用いると空間的ギャップを定量

化することが可能であり、堆肥化施設の配置の違い

による RM を比較することができた。

　つくば市の道路状況において、畜産ふん尿発生位

置、設定した堆肥化施設の位置、堆肥利用位置の各

区間の道路距離と、直線距離の相関が高い。よって

直線距離を用いた簡便な手法でも RM の算出は可能

であることがわかる。

（ウ）RM を用いた経済分析結果

　RM は輸送費のパラメータとして、建設費・生産

費とを合わせた総コストを算出する一指標として、

堆肥化施設の規模、施設数、配置の違いによる、経

済的側面の検討に活用することができる。また、

RM は LCA 分析における輸送時の CO� 排出量を算

定する際の、重要なパラメータとなる。RM を用い

て、経済分析や LCA 分析を行うことにより施設配

置等のバイオマス利活用システムのシステム設計の

検討ができる。

　オ　今後の課題

（ア )　圃場単位の分析

本研究では、集落を単位として、既存の統計デー

タを用いて窒素収支等の検討を行った。より詳細な

検討を行い、バイオマス利活用システムの活用計画

を作成するためには、圃場単位の分析も必要となる。

本研究で、提案した手法を圃場単位での分析に適用

するこが今後の課題となる。

（イ )　原単位、発生量のデータ収集と精度向上

　本研究で使用した窒素発生量、堆肥重量等の原単
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位は、既存の標準的な調査結果を用いているが、地

域固有のデータを蓄積して GIS データベースを作成

することにより効率的に精度の向上が図られる。そ

のためのデータ収集手法も今後の課題となる。

　カ　要　約

つくば市を対象に、バイオマス資源の発生源とし

ては畜産糞尿を、再資源化施設としては堆肥化施設

を、還元利用地としては畑地を想定し、家畜ふん

尿重量、堆肥重量、それに含まれる窒素量を用いて

GIS による空間解析を行った。バイオマスの輸送距

離と重量の積の合計をリソースマイルと定義し、堆

肥化施設を窒素余剰の４ブロックごとに建設する場

合と４ブロックの重心に建設する場合の２ケースを

比較すると、前者は後者の �/� になることを明らか

にした。また、リソースマイルの算出を３次元空間

に拡張する手法を開発し、都城市を対象に家畜ふん

尿の堆肥化施設を市の重心に建設した場合と各旧村

の重心に４カ所建設した場合についてリソースマイ

ルを算出した。この結果をつくば市での事例と比較

し、ふん尿の発生場所や堆肥の還元先である農地の

分布に基づく地域差が大きいことを明らかにした。

　次に、広域を対象とするシステム構築を支援する

ために、流域界、河川位置、河川水質等のデータを

含む市町村単位の全国窒素収支データベースを作成

した。また、堆肥化施設から農地までの距離や堆肥

の価格の違いによる需要量変動、輸送距離の違いに

よる二酸化炭素の排出量を事例的に算出した。これ

らにより、再資源化施設の規模・配置の検討に、バ

イオマスに関わる空間情報と経済分析や LCA 分析

を組み合わせる手法を提案した。

　キ　引用文献

�) 島　武男・小川茂男・吉迫宏 �00�．バイオマス

資源循環システムの空間分布解析．シンポジウム

「地域のバイオマス利活用推進に向けたチャレン

ジ」．��-��．

�) 島　武男・小川茂男・吉迫宏 �00�．バイオマス

利用のための再資源化施設の配置評価手法．平成

�� 年度農業土木学会大会講演要旨集．���-���．

�) 島　武男・小川茂男 �00�．GIS を利用した空間

特性評価．農林水産バイオリサイクル研究「シス

テム化サブチーム」編、「バイオマス利活用シス

テムの設計と評価」．���-��0．

�) 島　武男・小川茂男・吉迫宏 �00�．バイオマス

資源利用のシステム設計のための堆肥化施設の配

置と輸送に関する経済評価．平成 �� 年度システ

ム農学会春季大会講演要旨集．��-��．

担当研究者（島　武男 *、小川茂男）
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第２章　国レベルのバイオマス資源循環実態の解明

( イ )　算定用データの収集・整備とモデルの算定

精度の検証

　窒素フローの算定を、以下に示した統計資料類・

文献などから収集したデータを用いて行う。なお、

本算定は、食料需給表などの確たるデータを基盤と

しているので、その意味では算定結果に信憑性があ

るが、算定結果がどの程度実態を反映したものであ

るかの検証も重要である。そのため、検証用デー

タを入手できた ���� 年当時を対象として算定する。

なお、下記の資料類のうち、出典を明記していない

ものについては、織田ら �)�) を参照されたい。

ａ　食飼料関連：食糧需給表、流通飼料便覧、飼

料月報、食品産業統計年報

ｂ　有機性副産物：生物系廃棄物リサイクル研

究会資料（生物系廃棄物リサイクル研究会 �））、

有機廃棄物資源化大事典、インターネット HP

（中央農研・原田靖生、畜草研・羽賀清典）

ｃ　農地関連：農業技術大系、施肥基準、環保農

研連ニュース、農業技術、都道府県農試研報、

農業環境収支適正化確立事業関連資料集、理科

年表、土肥誌

ｄ　家畜ふん尿の堆肥化関連：原田 �)、家畜排泄

物の堆肥化と堆肥センターの組織化による流通

利用促進方策、池口ら �)、圃場の窒素収支のマ

クロ評価による飼養可能頭羽数の試算

ｅ　生活排水関連：農林水産省・厚生省資料、國

松ら；河川汚濁のモデル解析、環境省；日本の

廃棄物処理、バイオマス資源循環利用診断プロ

グラムの原単位データベース、バイオマスハン

ドブック

ｆ　物量から窒素量への換算：四訂食品標準成分

表、日本標準飼料成分表

　ウ　研究結果

( ア )　国内窒素循環モデルを用いて、���� 年当時

を対象として算定した窒素のフローを図 ���-� に示

した。その概要は、以下のとおりであった。

１　国レベルのバイオマス資源循環実態の解明

　ア　研究目的

　現在、わが国は世界でも突出した食飼料の輸入国

となっている。これら輸入および国産の食飼料から

は、その加工や消費・処理の過程で様々な副産物・

残さが発生するが、それらの利活用と廃棄物として

の処理が十分に行われていないため、流出した窒素

などの養分が湖沼、内海などの閉鎖性水域における

富栄養化などの原因とされ問題となっている。

　国レベルの物質循環に関するこれまでの研究成果

としては、わが国の食飼料の生産と輸入、加工、消費、

廃棄に至るまでの物流をモデル化した「全国版養分

収支算定システム」を用いた窒素収支の算定がある

（岩元ら �），袴田 �)）。そこでは、���0 年、���� 年、

���� 年、���� 年の経年的な算定によって、わが国

の食飼料システムの問題点である輸入依存と環境へ

の窒素負荷の増大傾向が明らかにされている。しか

し、同システムの物流モデルでは、副産物・残さな

どのバイオマス資源の移行先である農地、大気、水

系を一括して環境としており、これらの利活用と廃

棄物処理の観点から見ると、この部分をより実態に

則したモデルに展開してフローを算定する必要があ

る。

　そこで、本研究では、バイオマス資源の健全な循

環促進に向けて、既存の研究成果、統計などを活用

して、日本全体における食飼料由来の窒素の循環モ

デルを構築し、その循環の実態を明らかにすること

を目的とする。

　イ　研究方法

( ア )　国内窒素循環モデルの構築

　農業環境技術研究所で運用中の全国版養分収支算

定システムの物流モデルと、松本 �) が市町村規模程

度の地域を対象とする有機性廃棄物の農地還元シナ

リオの中で提案した「農地周りモデル」とを結合し

国内窒素循環モデルを構築する。食飼料の供給と消

費、またその過程で発生する副産物・残さ由来の堆

肥が農地へ投入され、作物の生産を通して窒素が循

環するという現況に近い形式のモデルである。
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a　国内生産食飼料 �0� 千ｔ ( ＝ ��� ＋ ���) に輸

入食飼料 �,��� 千ｔ (�,0�� ＋ ���) が加わり、

食生活、食品産業、畜産業を経て、生活系排出

物として ��� 千ｔ、食品産業では、��� 千ｔの

食品製造残さのうち、��0 千ｔが家畜飼料、��

千ｔが食用に利用され、食品系排出物として

��� 千ｔ、畜産系では、家畜ふん尿などで �0�

千ｔ、また、漁業用餌料などの消費量 �� 千ｔ

を加えた 計 �,��� 千ｔの副産物・残さが環境

に排出されていた。

b　生活系排出物 ��� 千ｔの内容は、食品廃棄物

( 生ごみ ) と、生活排水 ( し尿、生活像排水 ( 台

所・風呂・洗濯の排水 )) とみなせる。そのうち、

�� 千ｔが食品廃棄物、�0� 千ｔが生活排水と推

計された。食品廃棄物は、��.�％が焼却埋立て

されており、肥料利用は 0.�％で、農地投入量

としては 0.� 千ｔであった。また、生活排水は、

浄化処理により、大気に �00 千ｔ、水系に ���

千ｔ放出されており、農地還元されたのはわず

か �千ｔであった。

c　食品系排出物 ��� 千ｔのうち �� 千ｔが肥料と

して利用されていた。図 ���-� では、これらは

（堆肥化利用分）へのフローに含めて示した。

なお、食品系排出物の「その他」の ��� 千ｔの

内容としては、加工食品を製造する際の処理排

水へ移行した窒素などと考えられる。

d　畜産系排出物 �0� 千ｔのうち、家畜ふん尿が

���千ｔと推計された。家畜ふん尿については、

野積・素掘の推計量を除いた ��0 千ｔが堆肥化

の素材として利用されたとみなした。これらは

図 211-1　わが国の食飼料システムにおける窒素循環（ � � � � 年当時、単位： 千 t N）
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堆肥化の過程で ��� 千ｔが大気に損失するが、

前記の食品系排出物からの肥料等と合わせて、

��� 千ｔが農地に投入されており、化学肥料の

施用量の ��� 千ｔとほぼ同量であった。なお、

農作物に吸収される窒素は、主産物に ��� 千

ｔ、稲わら等の副産物のうち、家畜飼料、敷料

として利用されたものは �� 千ｔにすぎず、農

地への総入量（�,��0 千ｔ）に対するこれらに

よる回収割合は ��.�％（＝ ��� ／ ���0）であっ

た。農地内の窒素の蓄積の増減がないと仮定す

れば、��� 千ｔの窒素が過剰となり、水系に流

出する可能性がある。なお、畜産系排出物の「そ

の他」の �� 千ｔは、家畜を「と畜」する際に

発生する副産物から利用分（肉骨粉など）を除

いた量に相当するとみなせ、利用の実態として

は、皮革製品、油脂原料、食用（豚骨・鶏がら・

ゼリーなど）などへの利用と考えられる。

e　有機性副産物の全体としてのフローは、�,���

千ｔの窒素が、畜産系及び食品系排出物の「そ

の他」の ��� 千ｔ（＝ �� ＋ ���）を除き、稲

わら・おがくずの堆肥化副資材の �� 千ｔとと

もに、農地へ ��� 千ｔ、大気へ ��� 千ｔ（＝

��� ＋ ���）、水系へ ��� 千ｔ移行している。ま

た、大気から農地への移行 ( 大気中の窒素固定

による化学肥料など ) によって、前記のとおり、

農地の過剰窒素が ��� 千ｔと多く、環境への流

出を抑えるためには、未利用農地の活用なども

含め、より積極的な副産物・残さの利用が求め

られる。

 ( イ )　炭素循環フローの算定のための基礎データ

の整備

　炭素循環のフローについて、算定用の基礎データ

を整備した。

a　図 ���-� に食飼料の生産と輸入から有機性副

産物の発生までのフローを示した。国内生産食

飼料 �,��� 千ｔに輸入食飼料 ��,��� 千ｔが加

わり、食生活、食品産業、畜産業を経て、生活

系排出物��,���千ｔ、食品系排出物�,���千ｔ、

家畜ふん尿など畜産系排出物 ��,��� 千ｔ、漁

業用餌料などの消費量 ��� 千ｔの計 ��,��� 千

ｔ が副産物・残さとして環境へ排出されてい

た。窒素の場合と比較して、約 �� 倍の量であっ

た。

b　表 ���-� に、畜産系の排出物の呼吸とふん尿

に関する推計値を示した。ふん尿の炭素量は、

ふん尿の含有する窒素量に CN 比 を乗じて求

めた。また、呼吸の炭素量は、供給された飼料

の炭素が、飼養家畜のふん尿と呼吸、および、

「と畜体」と「畜産物（牛乳・鶏卵）」の年間生

産量に形を変えたと仮定して求めた。なお、飼

料、と畜体、畜産物の各炭素量は、関連品目の

炭素率を用いて求めた。以上の推計値から求め

た飼養家畜（牛・豚・鶏）全体の（呼吸炭素量

／ふん尿炭素量）の比は �.�� であり、「乾乳牛

のＣＮ出納と呼吸試験」（亀高ら �））における

同比の �.�� と近い値になっている。もちろん、

飼料の内容も異なる乳牛のみに関するデータと

の比較であり、これのみによって算定値の妥当

性を検討することは困難であるが、今後、算定

値の精度の検証を行うためには、このような指

標の構築が必要になると考えられる。

c　上記のふん尿炭素量のうち、堆肥化利用分

（�,��� 千ｔ）に、稲わら・おがくずの副資材の

炭素量（�,��� 千ｔ）を加えた場合の堆肥化を

想定して堆肥中の炭素の残存率を推計した。推

計手順は次の、�)、�) によった。�) 堆肥化開始

時におけるふん尿中の窒素量、また、堆肥化過

程における窒素の揮散率（池口ら �））を用いて

堆肥化終了時の堆肥中の窒素量を求め、�) こ

れらと、生ふん尿と堆肥製品の CN 比（原田 �））

を用いて、堆肥化開始時と終了時の堆肥中の炭

素量を求めた。以上から求めた堆肥中の炭素残

存率は約 �0％であり、表 ���-� の値とほぼ整

合していた。

　エ　考　察

窒素循環モデルのフロー算定の精度について、「生

物系廃棄物リサイクル研究会」の資料（生物系廃棄

物リサイクル研究会 �））を用いて検討した。同資料

の有機性副産物の発生量に関するデータを表 ���-�

として転記した。同表によれば、家畜ふん尿、生活

排水の一部の「汲み取りし尿」の窒素量は、それぞ

れ、��� 千ｔ（���� 年）、��0 千ｔ（���� 年）とある。

本算定では、家畜ふん尿は ��� 千ｔ、汲み取りし尿

は、し尿の形態別処理人口（下水道、浄化槽、汲み
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取り式の人口）から、�0� 千ｔと推計された。ほぼ

整合した結果であり、本算定のようなマクロな算定

では妥当な精度と考えられる。

　炭素循環フローの算定精度を向上させるために

は、呼吸や堆肥における揮散の影響も無視できない

ので、（呼吸炭素量／ふん尿炭素量）、堆肥化過程に

おける有機物残有率などの指標の構築が必要になる

と考えられる。

　オ　今後の課題

　窒素循環のフローの算定では、副産物・残さの大

半を占める家畜ふん尿と生活排水の利活用と廃棄物

としての処理について、かなりの精度で実態を反映

した算定ができた。畜産系と食品産業系の「その他」

として示した副産物などのフローについては、関連

データの取得が困難であったため、総体としては一

部に未算定なフローが残った。これらのフローを明

らかにすることによって、精度を向上させることが

課題である。

　カ　要　約

　わが国におけるバイオマス資源の循環の実態を評

価するため、農業環境技術研究所で運用中の全国版

養分収支算定システム、松本 �) の「農地周りモデル」

などの既往の成果を活用し、国内窒素循環モデルを

構築した。本モデルは、食飼料の生産と輸入、加工、

消費、また、その過程で発生する有機性副産物・残

さの利活用と処理のフローからなり、特に、副産物・

残さの主体をなす家畜ふん尿、生活排水などの堆肥

化利用と農地投入、作物生産による窒素のリサイク

ルのフローを含む、農地を有機性副産物の活用先と

する現況に近い形式の循環モデルである。構築した

モデルを用いて、���� 年当時を対象に窒素フロー

の算定を行い、併せて、家畜ふん尿と「汲み取りし

尿」に関する既存のデータとの比較によって算定精

度の検討を行った。また、炭素循環のフローの算定

用基礎データとして、食飼料の供給から副産物・残

さの発生までの炭素のフロー、畜産業からの排出物

に関する項目別炭素量などについて推計した。

表 221-1　畜産系の排出物に関する項目　

　　　別推測（単位：千 tC）

表 221-2　家畜ふん尿の堆肥化課程における有機

　　　　物の残存率

図 221-2　食料の輸入と生産から有機性副産物の

　　　　発生までの炭素フロー

(���� 年当時、単位：千 tC)
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表１ 生物系廃棄物の発生量及び成分含有量(推計)

種類 発生量 近年の増減傾向 成分含有量(万トン)
(万トン) 対象年 窒素 リン酸 カリ

わら類 1172 減少(米麦収穫量減少) 1996 6.9 2.4 11.7
もみがら 232 減少(米収穫量減少) 1996 1.4 0.5 1.2
家畜糞尿 9430 減少(家畜飼養頭数減少) 1997 74.9 27.4 51.9
畜産物残さ 167 減少(と畜頭数減少) 1995 8.4 11.9 6.2
樹皮(バーク) 95 減少(材生産・輸入減) 1996 0.5 0.1 0.3
おがくず 50 同上 1996 0.1 0.0 0.1
木くず 402 同上 1996 0.6 0.1 0.6
動植物性残さ 248 1993 1.0 0.4 0.4
食品産業汚泥 1504 1993 5.3 3.0 0.6

建設発生木材 632 減少 1995 1.0 0.2 0.9
生ごみ(家庭、事業系) 2028 横ばい 1995 8.0 3.0 3.2
木竹類 247 増加(都市緑化) 1994 1.9 0.5 0.9
下水汚泥 8550 増加(施設整備進展) 1996 8.9 9.2 0.6
し尿 1995 減少(下水道の整備) 1995 12.0 2.0 6.0
浄化槽汚泥 1359 増加(施設整備) 1995 1.4 1.5 0.1
農業集落排水汚泥 32 同上 1996 0.0 0.0 0.0
合計 28143 132.1 62.1 84.6

表221-3　生物系廃棄物の発生量及び成分含有量（推計）

）
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　ア　研究目的

　都市近郊農畜産業型を想定したバイオマスの多段

階利用システムについて、構想の作成、推進・運営

体制の整備、諸手続の実施、実証プラント群の設計・

試作・設置、運転・性能確認、物質・エネルギー収

支の解析、採算性の検討、環境への影響評価などを

行い、実証的にその有効性と課題を明らかにする。

　イ　研究方法

　バイオマス多段階利用システムの「都市近郊農畜

産業型」として、千葉県香取市山田地域（旧山田町）

を中心とする地域を対象に、バイオマスの生産・収

集から変換・利用に至る個別技術を適切に組み合わ

せた「地域モデル」の構築と、その一部を具現化す

るためにバイオマス変換プラント群（「山田バイオ

マスプラント」と称する）を試作・設置しての実証

を行う。バイオマス変換の要素技術としては、メタ

ン発酵、メタン吸蔵、メタン車両用燃料化、コジェネ、

炭化、消化液の RO 膜（Reverse Osmotic Membrane）

分離等による濃縮、水蒸気爆砕、堆肥化等を用いる。

これらのプロセス間における中間生成物や駆動エネ

ルギーのやりとりによって、化石資源を極力使わず

原料バイオマスを使いつくすことを基本コンセプト

とする。研究内容は次のように分類した。

(ア ) バイオマス多段階利用の成立要件の解明

　運営主体、需要と供給のバランス、輸送、制度な

どの観点から、バイオマス多段階利用システムの成

立要件と課題を整理する。

(イ ) バイオマス多段階利用プラント群のシステ

　ム設計及びインパクト解析

　対象地域の特性を踏まえてプラント群のシステム

基本設計を行う。メタン発酵、堆肥化、炭化、物理

化学処理等のプラント群の駆動用エネルギーや中間

生成物を有効に利用することにより、バイオマス多

段階利用のモデルを構築する。

(ウ ) バイオマス多段階利用プラント群の設置及

　び性能試験

　プラント群の詳細設計・試作・設置を行う。次に、

様々な条件下で、プラント・設備・装置を相互に連

動させて運転する。また、これらの性能調査、環境

への影響調査を行う。

(エ ) バイオマス再生資源の活用試験

　バイオマスの変換によって得られる再生資源（有

用物質や燃料）を農業やメタン自動車等において、

安全かつ効果的に利活用する新たな方法を調査す

る。

　ウ　研究結果

　研究結果の詳細については、書籍「アグリ・バイ

オマスタウン構築へのプロローグ」（農工研 1)）に

とりまとめた。主な結果は次のとおりである。

(ア ) 全体システムの設計

　山田地域を想定してバイオマス多段階利用システ

ムの構想（図 31-1）と地域モデル（迫田ら 2））を

策定した。次に、山田バイマスプラントの基本シス

テムの設計と各単位設備・装置の詳細設計を行い、

これらを試作・設置した。この際、必要な諸手続を

実施し、現行制度の問題点を抽出した。山田バイオ

マスプラントの規模は、山田地域全体のバイオマス

発生ポテンシャルの約 1/100 とした。個々のプラン

ト・設備・装置の概要は次のとおりとした。

(1) メタン発酵プラント

　牛糞尿や食品加工残渣（野菜汁）などを密閉した

メタン発酵槽に入れて、酸素を遮断し暖めること

により、微生物の働きでメタン（CH ４）を約 60％

含むバイオガスと消化液を生成した。発酵槽の加

温には、当初は電気ヒーターを用いた。ここでは、

37℃程度の中温発酵、滞留時間は 27 日程度とした。

2006 年 12 月からはメタンガスを用いた発電も行っ

た。本プラントには、原料バイオマスを固液分離す

るための前処理用脱水機、硫化水素除去のための脱

硫塔、余剰ガス燃焼装置、消化液貯留槽を付設した。

(2) メタン燃料化設備

　(1) のメタン発酵プラントで生成されるメタン・

炭酸ガスの混合ガス（バイオガス）を 98％以上の

メタンに精製し、そのメタンガスを吸着材を充填し

第３編　バイオマス循環システムの構築及び実証に関する研究

第１章　千葉県北東部におけるバイオマス多段階利用システムの 
構築及び実証
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たガスタンクに高密度に吸着貯蔵した。貯蔵したガ

スは、メタン充填装置を用いて（4）の炭化装置（固

体燃料化用）及び（5）の炭化プラント（工業原料

化用兼バイオマスボイラー）と天然ガス仕様のバイ

オマス運搬兼広報用の軽トラック、フォークリフト

及び構内作業車（これらを「メタン自動車」と総称

する）に充填し、燃料として使用した。本設備は、

次の装置で構成した。

①　吸着分離型メタン濃縮装置

②　吸着式メタン貯蔵装置

③　メタン充填装置（メタン自動車用）

(3)　メタン発酵消化液再資源化設備

　消化液を農業分野で有効活用するため、次の装置

を試作した。

①　固液分離装置（高分子凝集剤を用いてスク

リュープレス式で消化液を固液分離する装置）

②　濃縮液肥化装置（固液分離液を施設園芸の

養液栽培や露地野菜栽培で用いられるように

濃縮液肥化する装置）

(4)　炭化装置（固体燃料化用）

　本装置には、地域に点在する半乾燥固体残さ、牛

糞などのバイオマス資源を炭化し、固体燃料（炭）

を製造する機能を有し、エネルギー回収という役割

を担わせた。炭化温度は、350 ～ 600℃とした。本

研究では、（6）の乾燥残渣を原料とした。農作物残

渣や（7）の水蒸気爆砕装置で生成される固体残渣

等も原料とすることができる。生成物である炭は、

（5）でボイラーの燃料として利用した。投入する原

料によっては、炭入り堆肥やメタン発酵消化液吸着

材としての利用が期待される。

(5)　過熱水蒸気式炭化プラント（工業原料化用兼

バイオマスボイラー）

　木質系バイオマス等を 300 ～ 400℃程度に昇温し

た過熱水蒸気を用いて炭化した。この過程で工業原

料を製造した。水蒸気製造・供給というボイラーと

しての役割も持たせた。過熱水蒸気は、常圧で無酸

素に近いという特徴を持ち、酸化反応により排出さ

れる有害物質等の発生が極めて低減される。本プラ

ントは、（1）で生成されるメタンの一部を燃料とし

て用いた。

(6)　乾燥設備

　メタン発酵消化液を固液分離した固体残渣を自然

乾燥させた。乾燥残渣は、（4）の炭化装置で固体燃

料化し、（5）の炭化プラントで用いた。

(7)　水蒸気爆砕装置（物理化学処理）

　木質系バイオマス、稲藁、もみがらなどを高温高

圧（最大約 280℃、2.3 Ｍｐ a 程度）の水蒸気で化

学的処理をし、その後圧力を一気に開放することに

より物理的処理をすることにより、細胞膜の破壊等

を行い工業原料を製造した。

(8) メタン発電（コジェネ）装置

　精製した 98％メタンガスを用い、25KW エンジン

によるコージェネレーションを導入した。熱は、メ

タン発酵槽の加温に用いた。

図 31-1　バイオマス多段階利用システム（2007 年 1 月版）
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( イ ) 全体システムの評価

　山田バイオマスプラント内の各プラント・設備・

装置が連動して稼動できることを確認した。これら

により、燃料としてのメタン、農業生産資材として

の液肥及び工業原料を製造した。

　山田バイオマスプラントの全体システムのうち、

図 31-2 の破線で囲んだ部分についての物質収支を

計算した。物質収支の計算は 2006 年 4 月から 9 月

までの 6 ヶ月間を対象期間とし、6 ヶ月分の物質フ

ローを 1日あたりの量に換算した。脱水ケーキの炭

化過程については 1 バッチあたりの結果を求めた。

表 31-1 ～表 31-3 は各過程での物質収支である。メ

タン発酵過程（図 31-2 の青の破線の範囲）では、

発酵槽前の固液分離で、夾雑物 0.99 ｔ /d が排出さ

れる。投入した原料の 22％、C の 39% がメタンの

生成に寄与せず、排出されているという結果となっ

た。この原因は牛ふん尿に敷料のオガクズが大量に

含まれているためであり、メタン発酵には敷料を

用いない飼養形態が適することが確認できた。夾雑

物を除いたもので考えると、原料中のＣの 16％程

度がメタンとなった。消化液の固液分離過程（図

31-2 の紫の破線の範囲）は、消化液に凝集剤を混

合して、固液分離を行うものである。この時、高分

子凝集剤は重量で約 80 倍の量の水で希釈した上で

消化液と混合される。消化液 4.05t/d に対して、高

分子凝集剤 0.01t/d、無機凝集剤 0.01t/d、希釈水

0.97t/d の量である。これらが固液分離を経て、脱

水ケーキ 0.65t/d、脱水ろ液 4.39t/d となり、脱水

ろ液の量は消化液量より多くなる。脱水過程での各

元素の収支（表 31-2）を見ると、固液分離過程を

経て、消化液中の C と P の大部分が脱水ケーキに、

K は大部分が脱水ろ液に振り分けられる。N はほぼ

半々となる。過熱水蒸気式炭化過程（図 31-2 の緑

の破線の範囲）での収支を表 31-3 に示す。C、N

は大気へ放出される量が多く、C で約 3/4、N で約

4/5 が大気へ放出される。 P、K は気体とならない

ので、炭に残らなかった P、K は微粒子として飛散

したと考えられる。P の約 2/3、K の約半分が飛散

したことになる。

　エネルギー面からの評価では、（カ）で詳述するが、

メタン発酵プラントで生成したメタン濃度が約

60% のバイオガスを吸着分離法（Pressure Swing 

Adsorption）で98％以上に精製し、メタンの回収率を

90%以上にできることを実証したことが特筆される。

　1 日あたりの外部から購入した電力の発熱量と生

成したメタンの高位発熱量の比較を図 31-3 に示す。

電力の発熱量の原単位は 3.60MJ/kWh、メタンの高

位発熱量の原単位は 39.7MJ/Nm3 を用いた。現状で

は外部から購入した電力の発熱量が生成したメタン

の発熱量を大きく上回っている。しかし、メタンガ

ス発電機から発酵槽への熱供給と PSA の運転方法

の改善によるメタンの回収率を向上に努めれば、収

支の逆転は可能である。発酵槽の加温のための電力

量が 0kWh になり、メタンの回収率を 80％まで高

められれば、1 日あたり 698 ｋ Wh、90％まで高め

られれば 908 ｋ Wh のエネルギーを生産できる。

　メタン発酵過程での 1日あたりの高位発熱量（含

有エネルギー）の収支を図 31-4 に示す。投入原料

に占める野菜汁の重量割合は、上記の物質収支によ

ると約 12％であるが、野菜汁は牛糞尿に比べて含

水率が大きく炭素率が小さいため、高位発熱量では、

相対的に小さな割合になっている。投入原料と生成

物の高位発熱量が合っていないが、物質フロー計算

での誤差、推定式での誤差等があるためである。1

日あたりの原料（牛ふん尿，野菜汁）がもつ高位発

熱量は約 10,000MJ であるが、メタンとして取り出

しているのは原料の1/5の約2,000MJ に過ぎなかっ

た。この原因は、高位発熱量はもつがメタン発酵に

適さない夾雑物（オガクズ等）が原料の牛糞中に多

量に含まれているためである。

　一斉連動運転調査を行った 2006 年 12 月 12 ～ 14

日の各設備の消費電力を図31-5に示す。各日、昼間、

夜間別に 1時間あたりの消費電力量に換算して示し

ている。一斉連動運転調査期間は日常より各設備の

稼働率が高く、日常行わない夜間運転を一部行って

いるので、日消費電力は 2割ほど多かった。各設備

の消費量ではメタン発酵槽加温用ヒーターがもっと

も多く、全体の消費電力の 60 ～ 70％を消費してい

た。なお、2006 年 12 月 14 日からはメタンガス発

電機からの熱供給が始まり、ヒーターによる電力消

費はなくなり、全体の電力消費量は約 1/3 になった。

　なお、物質・エネルギー収支は、実験条件毎にま

とめ、望ましい運転方法を追求するためのもので

あり、個々の結果を直ちにプラント等の性能と解釈

すべきではない。問題となる臭気や騒音の発生はな

かった。
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図 31-2　山田バイオマスプラントのフロー（メタン発酵を中心とした部分のみ抜粋）

表 31-1　メタン発酵過程の物質収支

C N P K 重量
（kg） （kg） （kg） （kg） （t）

ふん尿 279.80 17.47 4.93 12.81 4.04
野菜汁 8.29 0.83 0.16 1.37 0.56
洗浄水 0.04 0.09 0.00 0.07 0.26

計 288.13 18.39 5.09 14.25 4.86

C N P K 重量
（kg） （kg） （kg） （kg） （t）

夾雑物 113.53 4.93 1.24 2.91 0.99
CH4 28.25 0.00 0.00 0.00 0.04
CO2 17.39 0.00 0.00 0.00 0.06

消化液 56.04 12.58 2.70 11.42 3.77
計 215.21 17.51 3.94 14.33 4.86

表 31-2　消化液固液分離過程の物質収支

C N P K 重量
（kg） （kg） （kg） （kg） （t）

消化液 60.17 13.51 2.90 12.26 4.05
無機凝集剤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

高分子凝集剤 2.02 0.23 0.00 0.00 0.01
凝集剤希釈水 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97

計 62.19 13.74 2.90 12.26 5.04

C N P K 重量
（kg） （kg） （kg） （kg） （t）

脱水ケーキ 54.13 6.49 3.23 1.40 0.65
脱水ろ液 8.47 5.75 0.05 9.07 4.39

計 62.60 12.24 3.28 10.47 5.04

表 31-3　炭化過程での物質収支

C N P K 重量
（kg) （kg) （kg) （kg) （kg)

脱水ケーキ 3.80 0.46 0.23 0.10 10.00
計 3.80 0.46 0.23 0.10 10.00

C N P K 重量
（kg) （kg) （kg) （kg) （kg)

炭 1.02 0.12 0.08 0.06 2.90
飛散・排ガス 2.79 0.34 0.15 0.04 7.10

計 3.80 0.46 0.23 0.10 10.00

※ 2006.11.1 ～ 2 の実績。電力消費の 63% が発酵槽の加温

に使われているとして計算。

※ メタン回収ポテンシャルは約 90%。

図 31-3 外部から購入した電力と生成したメタン

の発熱量の比較
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図 31-4　メタン発酵過程での高位発熱量収支
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図 31-5　各設備の消費電力（2006.12.12-14）

( ウ ) ガスホルダー一体型メタン発酵プラントの

　開発

　メタン発酵槽とガスホルダーを一体化し、施工を

容易にし低価格・省スペース化をコンセプトとした

メタン発酵プラントを試作した。処理量は牛糞尿 5

トン／日で、乳牛100頭規模に相当している。フロー

シートを図 31-6 に示す。メタン発酵槽へ原料バイ

オマス液体分を 5ｔ /日投入すると、メタンガス濃

度が約 60％のバイオガスが約 120Nm3/ 日生成でき

た。

P 

圧搾液受槽

消化液受槽 糞尿受入ピット 

夾雑物脱水機

余剰ガス燃焼装置

脱硫塔

温水循環ポンプ 

メタン発酵槽 
投入ポンプ 

脱水機投入ポンプ 

場外搬出

家畜糞尿等 5t／日 
（含水率 88.5%）

燃料

メタン発酵消化液再資源

化設備へ 

水中ミキサ 
M 

ガスホルダ 

メタン発酵槽 

P P 

消化液移送ポンプ 

P 

メタン燃料化設備 

図 31-6　フローシート
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( エ ) 消化液固液分離後の液体の濃縮技術の開発

　消化液の濃縮のために、固液分離と RO 膜処理を

行い、取扱い性のよい液肥生産システムを開発した

（図 31-7）。処理手順としては、まず、ろ液受槽内

の液を 4.5 L/min で中和槽へ送り、槽内において中

和した。ここでは、濃縮液を液肥として農地還元す

る際の作物への影響を考慮し、硝酸アンモニウムの

形で中和される硝酸を用いることとした。中和の際

に生じた固形分を沈降槽とろ過器で除去したのち、

流量 4 L/min で逆浸透処理用の循環槽へと送った。

膜としては、低圧用逆浸透膜モジュール（スパイラ

ル型、膜面積：7.5m2）及び膜面の汚染に強いタイ

プの膜モジュール（スパイラル型、膜面積：6.5m2）

の 2 種類を用意し、比較を行った。膜の出口側の圧

力を 2.0 MPa、濃縮側循環流量を 23 L/min 程度とす

る運転を標準的な条件とした。膜を透過した液は透

過液受槽へと送り、また濃縮された液は循環槽へ戻

した。濃縮液はこの循環槽からオーバーフローにて

流出させ、濃縮液槽へと送った。濃縮倍率としては

2倍（濃縮液と透過液が 1：1）を目標して設計した。

　本装置は試験の期間中で得られた知見をフィード

バックさせて必要な改修を行いながら運転を続け

た。主な現場改修での追加ユニットは図 31-7 中の

網掛け部分であるが、主として懸濁物質の除去に関

する対策である。前段の凝集ろ過で用いるろ過機は

スクリュープレスであり、微細な懸濁物質の除去を

完全に行うことは困難であるため、運転を継続する

と膜本来の寿命を迎える以前にモジュール内での懸

濁物質の蓄積による流路の閉塞が問題であることが

わかり、ろ過機や沈降槽の追加を順次行った。

図 31-7 RO 膜モジュールを用いた消化液の濃縮

プロセスフロー図

　稼動当初においてプラントの実液を処理した場合

における瞬間的な透過速度の測定値は最高で 4.02 

L/min を示した。これは供給流量とほぼ同じである

が、透過量は時間経過にともない低下し、数時間の

運転における経時的な透過量の変化をみると、2 時

間程度で透過量は著しく減少し、1.5 ～ 2.5 L/min

となり（図 31-8）、これが初期における安定した透

過量と考えられた。この後、短時間で観測可能な急

激な透過速度の低下は見られなくなったが、長期の

通水では膜面の汚染や劣化による性能低下が起っ

た。

図 31-8　通水開始初期における透過量の経時変化

　透過量の変化を図 31-9 に示す。全測定値の平均

値は 1.26 L/min であった。RO 処理槽への実液の供

給速度は 4 L/min であり、透過分以外は濃縮液槽へ

流れることから、透過速度が 1.26L/min のときに

は 1 分間に透過液 1.26 L と濃縮液 2.74 L が得られ

ていることになる。期間全体の平均でみると供給

される対象液の 31.5％が透過液、68.5% が濃縮液と

なった。なお、後半では比較的高い透過量を維持し

ていたことがわかるが、これは懸濁物質除去対策の

ために行ってきた効果が現れてきたためであり、最

終的には目標である 2倍程度の濃縮が可能となって

いる。なお、このプロセスでは、溶存有機物（TOC

成分）の 99％、リン酸態リンの 99％、アンモニア

態窒素の 90％が阻止され、濃縮液側で回収できる

ことがわかった。
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図 31-9　透過量の変化

(オ )　消化液脱水ろ液の減圧蒸留による減量

　消化液の脱水ろ液を単純に蒸留すると清澄な蒸留

液 (写真 31-1) が得られたが、蒸留液にはアンモニ

アも凝縮し悪臭を放つとともに高い窒素汚濁負荷を

示した (図 31-10)。

写真 31-1　脱水ろ液 (蒸留前後 )及び蒸留液
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図 31-10　アンモニアによる蒸留液の汚染

　脱水ろ液に薬剤を添加して酸性とすることで、ア

ンモニアの揮散を抑制できるが、強酸性の薬剤の購

入、保管及び添加に費用・労力が必要となる。この

ため、薬剤の添加を行わず蒸留条件の工夫で、濃縮

液、アンモニア濃縮液及び清浄蒸留液に分離し、減

量する方法を開発した（山岡ら 3））。開発した蒸留

方法は、次の①及び②の操作を行うものである（図

31-11）。なお、蒸留器内で濃縮された脱水ろ液を「濃

縮液」と呼ぶ。

図 31-11　消化液ろ液の清浄蒸留液を得る蒸留方法
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①　蒸留処理の初期は、蒸留液の留出量が少な

い圧力に調整し、なるべく少量の蒸留液にア

ンモニアを濃縮する (アンモニア濃縮液 )。

②　その後減圧の度合いを高めて効率的にアン

モニア濃度の低い蒸留液 (清浄蒸留液 ) を回

収する。

　実験で得られた清浄蒸留液量は脱水ろ液の約 6割

で、液質は pH7.3､ 伝導度約 7mS/m、化学的酸素要

求量 (CODMn) 約 6mg/L、全窒素濃度約 10mg/L、

全リン濃度 0.1mg/L 以下であった。同液質は、高

度処理に対応した農業集落排水施設の放流水の水質

に匹敵する。清浄蒸留液を放流することで、流域へ

の水質汚濁負荷は小さく、脱水ろ液を減量できる。

アンモニア濃縮液には主に窒素分が、濃縮液には主

にカリウムが濃縮されており、農地施用する窒素と

カリウムの割合を調整できる。

(カ ) メタン濃縮装置、吸着貯蔵タンク、自動車

　充填設備の開発

　メタン発酵槽から発生したバイオガスを自動車燃

料として利用するためのメタン濃縮装置、そのガス

を貯蔵する吸着貯蔵タンク及び自動車へガスを充填

するための充填設備を開発し、十分な性能を有する

ことを確認した。また、同燃料を使用して走行する

吸着材を充填した燃料容器を搭載したフォークリフ

ト等を製作し、十分な性能を有することを確認した。

①　吸着分離型メタン濃縮装置

　本研究では、バイオガスの精製方法としては、

吸着材を用いた吸着分離法を用いて、硫化水素を

1ppm 以下にした実バイオガスを用いて性能評価を

行った。その結果を表 31-4 に示す。

表 31-4　バイオガスの分離・濃縮性能

NO ﾊﾞｲｵｶﾞｽ流量

(Nm3/h、dry 換算 )

ﾊﾞｲｵｶﾞｽ中の

ﾒﾀﾝ濃度（％）

製品ｶﾞｽ流量

（Nm3/h）

製品ｶﾞｽ中の

ﾒﾀﾝ濃度（％）

回収率

（％）

露点

(℃ )

１ 5.58 70.4 3.61 98.6 90.5 -69.7

２ 6.52 70.4 4.31 98.0 91.9 -72.7

３ 6.82 61.0 3.83 97.8 89.9 <60

４ 4.86 61.0 2.52 98.0 83.2 <60

　濃縮後の製品ガス中のメタン濃度は、いずれの場

合も約 98％以上であり、自動車燃料として十分使

用できる性能を有している（図 31-12、図 31-13）。

メタン以外の成分は全て二酸化炭素であった。メタ

ンの回収率に関しては、設計仕様である 3.5Nm3/h

以上であれば約 90％を超えることが実証できた。

　また、PSA を連続運転し、製品ガス中のメタン濃

度の連続分析を行い、そのメタン濃度の安定性を評

価した。その結果、いずれの流量においても安定し

て製品ガスが得られた。

図 31-12　製品ガスメタン濃度（流量 3.5m3/h）

図 31-13　製品ガス中のメタン濃度（2.5m3/h）

②　吸着式メタン貯蔵装置

　実際のバイオガスを PSA 装置により精製したメ

タン 98％と二酸化炭素 2％の混合ガスの貯蔵性能を

評価した。その評価は、ある圧力で貯蔵されている

ガスを、山田バイオマスプラント内の炭化装置等の

ガス消費機器へ供給することにより、その消費量と

圧力の低下量より貯蔵性能を求めるという方法に

よった。

　活性炭を貯蔵タンクの容積に対して 50％及び
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100％充填した場合の貯蔵性能を図 31-14 に示す。

いずれの場合も、ラボの断熱試験結果と同じか少し

性能が大きく、実ガスを用いても設計通りタンク容

量の 25 倍の貯蔵性能が得られていることを実証し

た。さらに、いずれの結果もミクロ細孔への物理吸

着を示す Langmuir 型の理論式にてフィッティング

ができた。

図 31-14　メタンガス貯蔵量（外気温 25℃時）

③　自動車用充填設備

　PSA により精製された約 98％メタンガスに LPG

を約 4％（3-5％）混合し、熱量及びウォッペ指数

を 13A 都市ガスに合わせることにより、市販の天

然ガス自動車を使用できるように設計した。その結

果、約 47 分で 16L の容器に対して所定の 12MPa の

圧力までメタンガスを充填することを確認した。ま

た、上記の充填設備を用いて、都市ガス仕様の天然

ガス車に充填することが可能であり、問題なく自動

車の走行ができることを確認した。

④　吸着式バイオガスフォークリフト

　メタンガスを 162L 貯蔵できるタンクを搭載した

フォークリフトを試作した。１日の作業を始める前

に点検も兼ねて充填すれば１日中作業でき、ガソリ

ンを燃料として使用した場合と比べ、利便性が変わ

らないこと、燃費や運転しやすさも差がないことを

確認した。

⑤　吸着式構内作業車

　同種のガソリン車との燃費を比べると、定速モー

ドで約 2 倍高く、ゴルフ場等の構内作業車として、

発停を行った場合も同様に燃費の向上が見られた。

また、圧力的にも 0.03MPa まで走行が可能であり、

燃料タンク内のガスを有効に利用することが可能で

あった。

(キ ) その他の変換装置の開発

　固体燃料製造用の炭化装置については、消化液固

液分離後の脱水ケーキを乾燥させたものを原料とし

て用い、最適操作条件を見出した（図 31-15）。工

業原料製造用とバイオマスボイラーの機能を兼ね備

えた炭化プラントにおいて、バイオマス由来のメ

タン燃料を用いた運転を実現した（図 31-16）。水

蒸気爆砕処理については、バイオマスボイラーか

らのエネルギーも活用して工業原料を製造した（図

31-17）。

温
度

時間

330℃

230℃

370℃

投入（１分）
排出（4分）

炭化（6～7分）

冷却（45～50分）

図 31-15 炭化装置最適操作条件（原料投入量：

10kg）

図 31-16 炭化プラントエネルギー自給運転時の挙

動

表１　3月7日における生育　　

初生葉
長さ

初生葉
幅

初生葉

葉色(注）

定植日 施肥 (cm) S.E. (mm) (mm) (g) S.E.
濃縮液肥 17.5 0.42 49.4 47.2 37.9 1.8 0.11
慣行 21.3 0.47 48.5 48.7 38.6 2.4 0.10

濃縮液肥 20.5 0.65 53.6 53.3 35.3 2.2 0.07
慣行 22.3 0.58 52.2 50.9 34.9 2.4 0.15

(注）葉色はミノルタ製SPAD502による30個体の平均

2/20植え

2/24植え

試験区 草丈
地上部新

鮮重

表 31-5　2006 年３月７日における生育状況
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図 31-17　水蒸気爆砕処理におけるモミガラ爆砕物（固体）の成分変化

（注）測定の精度上、必ずしも各成分の実測値の合計と総重量は一致しない。

(ク ) メタン発酵消化液の活用試験

　メタン発酵消化液は、そのままの状態、脱水ろ液

及び RO 濃縮液肥として特殊肥料登録した。これら

液肥は、現有機器を有効活用して運搬・散布し、ホ

ウレンソウ、コマツナ、キャベツ、施設野菜（エダ

マメ）、芝及び梨の栽培を行った。

　エダマメに関しては、濃縮液肥を用いた施設移

植栽培を行った。濃縮液肥の施用方法は、圃場に

敷設したかん水用のチューブ（エバーフロー A 型、

MKV プラテック社製）の上流部分に混入器を取り

付け、動力噴霧器を利用して注入した。かん水量は

30mm とし、そのうち濃縮液肥は 6mm とした ( 写

真 31-2)。慣行区も同様に水のみで 30mm のかん水

を行った。

　2006 年 1 月 30 日に播種した苗を無加温の硬質プ

ラスチックハウス内に定植した。1 回目の定植は、

散布後 6 日後の 2 月 20 日に行い、2 回目の定植は

11 日後の 2 月 24 日に行った。定植直後のアンモニ

アによる被害は認められなかった。3 月 7 日におけ

る生育は、慣行区がやや大きいものの試験区間に大

きな差異は認められなかった (表 31-5)。2 月 20 日

植え、2 月 24 日植えともに収穫時には生育の差は

なく、収穫も同日であった。両定植日ともに地上部

重は慣行区が濃縮液肥区よりもやや軽い傾向があっ

たが、莢数合計は差がなかった。莢重は 2 月 24 日

植えがやや両区とも軽い傾向であったが、慣行区

と濃縮液肥区間で大きな差は認められなかった (表

31-6、写真 31-3)。

写真 31-2 ハウス内散布方法

　　　　　手前の動噴からかん水中のパイプ内に

　　　　　混入させる

写真 31-3	 収穫直前における濃縮液肥区の生育状況



― 133 ―

( ケ ) メタン発酵消化液を施用した畑からの環境

負荷

　メタン発酵消化液を施用した際の農地からの環

境負荷を調査するため、不攪乱土壌（直径 28.6cm、

高さ 100cm、表層　淡色黒ボク土）を充填する「モ

ノリスライシメータ」を用い、ライシメータの上部

にチャンバを着脱することで、土壌から大気へ揮散

するガスを採取できるようにした（藤川ら 4））。試

験は 2005 年 9 月に開始し、試験区は表 31-7 のよう

に設定した。化成肥料（窒素肥料として硫安を使用）、

消化液は全量基肥として施肥した。

表 31-7　各作の栽培条件

　2005 年秋作から 2006 年夏作までの各区の乾物収

量を図 31-18 に示す。化成肥料区と消化液区の収量

がほぼ同等で、消化液は化成肥料同等の肥料効果が

期待できる速効性の肥料と考えられる。なお、無施

肥区でもかなりの収量があったのは、使用した土壌

は長年耕作が続けられてきたものであったため、土

壌中に肥料分が多く残存していたためと考えられ

る。

　試験開始からの累積降水量とライシメータ底部か

らの累積浸透水量を図 31-19 に示す。降水量の約 6

割が浸透していた。肥料と同時に施用したトレーサ

（Br-）の溶脱量変化から施肥由来の窒素の溶脱が始

まったと判断された 2006 年 6 月 13 日以降の窒素溶

脱量を図 31-20 に示す。示したデータは施肥の影響

のみを比較するため、各区の溶脱量から無施肥区の

溶脱量を差し引いている。結果を見ると、消化液区

の窒素溶脱量の方が化成肥料区の窒素溶脱量より多

かった。このことは、消化液中の窒素が化成肥料の

窒素に比べて溶脱しやすいことを示し、化成肥料栽

培の場合よりも過剰施肥を防止する必要があるとい

える。

図 31-18　各試験区の収量

図 31-19　試験開始からの累積降水量・浸透水量

図 31-20　各試験区の累積窒素溶脱量

表 31-6　収穫時における生育、収量
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　温室効果ガスである亜酸化窒素（N2O）の累積発

生量を図 31-21 に示す。N2O の発生量は各区とも施

肥後すぐにピークを迎えた。2005 年 9 月から 2006

年 9 月までの肥料由来の累積 N2O 発生量（各区の

発生量から無施肥区の発生量を差し引いた量）は消

化液区、化成肥料区でそれぞれ 0.25gN/m2（施肥 N

の 0.5%）、0.19gN/m2（施肥 N の 0.4%）であり、消

化液からの N2O 発生量は化成肥料からの発生量よ

り少し多いという結果となった。メタン（CH4）に

ついては、消化液区において、施肥後 24 時間に消

化液１L あたり 1.3mgC（消化液に含まれる C の

0.01%）の CH4 の発生が見られた他は、全ての区で

土壌からの CH4 の発生はみられなかった。

図 31-21　各試験区の累積亜酸化窒素 (N2O)発生量

　エ　考　察

　都市近郊農畜産業型のバイオマス多段階利用シス

テムは、バイオマスの生産・収集から変換・利用に

至る全プロセスにおいて，より環境保全的であるこ

とが求められる。生成物の原料バイオマスは農・畜

産業系からの廃棄物系が主となり、変換による生成

物も主として農業利用される循環システムが望まれ

る。工業原料などの生成物の都市での利用には立地

上有利である。本研究で適用した変換システム群は、

メタン発酵、メタン吸蔵、メタン燃料化、コジェネ、

炭化、消化液の濃縮、水蒸気爆砕、堆肥化等からな

り、コンセプトとしたバイオマス・リファイナリー

に近づくことができたと考えられる。このシステム

は、原料バイオマスの供給、変換、再生資源の利用

が順調に動くと理想的になるが、システムは必然的

に複雑となり、着実に機能させるためには変換プラ

ント群におけるバッファー（貯蔵）の確保や社会シ

ステムの整備が重要になる。採算性確保の観点から

は、高付加価値のある製品の製造が望まれる。バイ

オマス利活用には、地域レベルでの外部不経済の解

消や外部経済の発揮も期待されることから、公的資

金の投入の考え方も含め、柔軟かつ厳格なプロジェ

クト・サイクル・マネジメントが求められる。

　本研究は、多くの制約条件の中で、様々な問題に

対峙しながら、産学官連携、農工協働で、現場での

実証研究を展示効果のある形で展開したという点で

大きな意義がある。さらなる効率化やライフサイク

ル的な検討は今後の研究に委ねたい。

　オ　今後の課題

　都市近郊農畜産業型のバイオマス多段階利用シス

テムは、システム全体が順調に動くと理想的になる。

一方、システムは必然的に複雑となり、着実に機能

させるためには社会システムの整備も重要になる。

(ア ) バイオマス利活用の加速化には、地域のイ

ンセンティブ確保が不可欠なので、バイオマスの利

活用を通して新しい循環型社会システムをつくると

いう地域活性化の視点を強める必要がある。

(イ ) 再生資源の需要の時期的変動に対応する省

力的・経済的な運転管理法を確立する必要がある。

(ウ ) メタン発酵消化液について、各種の液肥化

における低コスト化・高付加価値化・低環境負荷

化、養液栽培や資源作物栽培での利用などの新用途

開発、現場適用型の効率的な輸送・散布方式の開発

を行う必要がある。また、農地利用に当っては、土

壌・作物の長期モニタリングを通して、安全性の確

保、環境負荷の低減を図る技術体系を整備する必要

がある。

(エ ) 生産（発生）、収集、変換、貯蔵、利用、廃

棄に至る LCC（ライフサイクルコスト）及び LC 化

石エネルギー消費量最小化のための効率的なバイオ

マス管理手法を開発する必要がある。

　カ　要　約

　バイオマス多段階利用システムの都市近郊農畜産

業型として、千葉県香取市山田地域を対象に、バイ

オマスの生産・収集・変換・利用に至るシステムの

構想及び地域モデルの作成、推進・運営体制の整備、

諸手続の実施、バイオマス変換プラント群の設計・

試作・設置、運転・性能の確認、物質・エネルギー

収支の解析、採算性の検討、環境への影響調査など

を行った。メタン発酵、メタン吸蔵、メタン燃料化、
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コジェネ、炭化、消化液の濃縮、水蒸気爆砕、堆肥

化等をバイオマス変換の組み合せ要素技術として適

用し、これらの連動運転により環境保全的に有用な

物質やエネルギーを生産し利用できることを明らか

にした。
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第２章　宮古島におけるバイオマス循環システムの構築及び実証に
関する研究　（システム実用化宮古島ユニット）

１　バイオマス変換装置の最適な維持管理特性

の解明

　ア　研究目的
　導入した 4 種（炭化 (2)、たい肥化、メタン発酵、

ガス化）5 つの変換装置に対し、牛ふんやバガスを

主対象とした場合の各装置の維持管理特性を解明

し、これらを基に装置間を効率的に連携させるため

の条件解明を行う。

　イ　研究方法

( ア）　投与するバイオマス量や温度等、様々な条

件で装置を稼働させ、維持管理特性を解明する。

( イ ) 装置間の効率的な連携運転を解明する。

　ウ　研究結果

図 321-1　バイオマス変換装置の概要

①メタン発酵装置 ②炭化装置 ( 高速，バガス用 ) ③炭化装置（汚泥用）

④原料保管庫 ⑤栽培試験ハウス ⑥堆肥化装置 ( 高速）

⑦ガス化（複合燃料燃焼）装置 ⑧原料倉庫 ⑨トラックスケール

⑩研究管理室 ⑪ループイン風力装置 ⑫太陽光発電装置

( ア） 施設内に 4種類 5つの変換装置を試作し（図

321-1）、各装置の稼働特性を検討した。

　炭化装置について、各設定温度における炭化物の

収率、灯油使用量と酢液回収量を表 321-1 に示し、

また炭化温度とその場合生成された炭化物の性状を

表 321-2 に示した。このように、設定温度によって

炭化条件、生成した炭化物の性状は異なる。
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Preset temperature (degree) 500 600 700 800

Carbonization yield (%) 21.25 17.57 18.44 21.74

Kerosene consumption (L) 25 40 43 69

Vinegar recovery (L) 18.9 13.5 9.3 7

原料
投入量

原料
含水率

原料
乾物量

ガス発生
時間

ガスホルダー
上昇圧力

発生ガス
量

重量当た
りの発生
ガス量

kg % Kg min Mpa m3 m3/Kg
1/13 バガス 113 31.4 77.52 75 0.073 112.5 1.45
1/18 バガス 140 21.8 109.48 95 0.092 142.5 1.30
1/24 バガス 128 22.3 99.46 81 0.08 121.5 1.22
1/25 バガス 90 39.8 54.18 42 n.d 63.0 1.16
1/26 バガス 64 18.9 51.90 46 n.d 69.0 1.33
1/27 バガス 102 49.1 51.92 30 n.d 45.0 0.87
2/15 バガス 166 48.5 85.49 146 n.d 219.0 2.56
2/16 バガス 116 34.2 76.33 n.d 0.043 n.d n.d
2/6 バガス 56 24.5 42.28 57 n.d 85.5 2.02

1/30 月桃 76 13.4 65.82 71 n.d 106.5 1.62
2/1 月桃 76 12.5 66.50 56 n.d 84.0 1.26
2/2 月桃 134 14.5 114.57 120 n.d 180.0 1.57
2/7 バガス炭 238 65.4 82.35 n.d n.d 0.0 0.0
2/8 バガス炭 192 61.2 74.50 n.d n.d 0.0 0.0

2/12 バガス炭 180 45.9 74.88 n.d n.d 0.0 0.0
2/21 ソルゴー 46 19.8 36.89 33 n.d 49.5 1.34

日付 原料名

平均温度 比表面積 E C pH 全窒素 全炭素

℃ m2 g-1 m S  m -1

生バガス n.d n.d n .d n .d 0.19 4 6.12
5 00℃ 489.3 60.43 7.78 7.46 0.58 7 0.46
6 00℃ 692.6 26 9.87 7.15 7.59 0.45 7 0.97
7 00℃ 743.6 32 1.46 6.95 7.68 0.32 6 5.22
8 00℃ 831.9 27 2.73 7.83 7.89 0.44 7 3.19

平均温度 B  M g A l S i P  S  C a 
℃

生バガス n.d 3 .2 1 70 .88 16 .2 2 1 05.7 5 0.88 27.34 29 3.54
5 00℃ 489.3 5 .1 8 15 8.6 12 8.4 6 27.5 1 89.8 66.93 10 83.7
6 00℃ 692.6 4 .9 4 17 4.3 22 0.6 1112 .0 2 23.3 38.62 1472.8
7 00℃ 743.6 6.54 260.6 293.2 1565.8 292.8 36.11 14 13.3
8 00℃ 831.9 5 .1 5 18 0.5 20 5.0 1089 .2 2 08.7 32.98 12 94.8

平均温度 M n Fe  C u Zn M o N a K  Total
℃

生バガス n.d 6 .0 8 23 .85 0.00 1.27 0.00 7 .95 23 4.06 8 40.97
5 00℃ 489.3 20.81 12 8.1 0.45 6.13 0.09 67.17 868 .4 335 1.2 2
6 00℃ 692.6 23.32 19 3.1 0.81 7.97 0.46 76.17 10 52.2 460 0.5 4
7 00℃ 743.6 29.10 221.8 1.16 15.70 0.87 106.40 1115.2 5358.50
8 00℃ 831.9 21.14 17 0.1 0.55 7.28 0.19 73.36 10 74.6 436 3.4 3

%

m g 100 g-1

m g 100 g-1

　次に、材料の違いがガス化装置の発生ガス流量や

組成（重量当たりの発生ガス量）に与える影響を

表 321-3 に示した。このように、投入する材料や投

入量によって発生するガス量及び質が異なった。一

般に、市販することを想定し、ガス発生量が最大と

なるような稼働方法のマニュアル化などが必要であ

る。

表 321-1　炭化炉の維持管理特性

表 321-2　炭化物の性状（各生成温度）

表 321-3　ガス化装置の材料が発生ガス流量や組成に及ぼす影響
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M g  Si  P S C a Fe N a K 
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糞
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牛糞

18年度のサンプルは
ナトリウムが多い特

徴があった。

炭化装置

汚泥炭化装置

メタン発酵装置

Webカメラ（４台）

データロガ

気象観測ロボット

伊良部St センターSt 保良St

琉 大

農工研

・・・・・・・

一般公開

センター内サーバ

センター内安全管理用
センサー等

建物内

屋上（ズーム）

汚泥炭化装置

LAN

E
-m
ai
l

ADSL

建物内

ダーウイン
（ethernet）

栽培試験用
ビニールハウス

温度, 湿度, CO2濃度

複合燃焼装置

高速堆肥化施設

最適運転条件を検討するために
すべてのプラントをモニター中

　図 321-2 にたい肥化装置で作成したたい肥の成分

値を示した。当該施設で作成されたたい肥は、一般

にナトリウムに富むものであり、減塩、除塩などの

対策が必要と考えられる。

　図 321-3 にはメタン発酵装置の稼働概要を示し

た。メタン濃度 50% を越えるガスが発生している。

投入する材料の質と量によってガス発生量、組成は

大きく変動するようである。

　図 321-4 にモニタリングシステムの概念図を示し

た．前述の変換装置には各種のセンサーが組み込ま

れており、これらのデータはオンラインで、那覇、

図 321-4　モニタリングシステムの概要

図 321-2　たい肥の成分 図 321-3　メタン発酵装置の稼働概要

つくばでモニター、解析が可能である。更に Web

カメラも設置されており、プラントの運転管理状況

及び現地の気象状況等の把握が容易に行える。

　これらのデータは蓄積され、繰り返し解析に利用

することが可能である。

( イ）これらの基礎データを基に、装置間を連携さ

せて、リファイナリーシステムを構築することを検

討した。図 321-5 に施設間の連携概念案を示した。

牛ふんとバガスを主対象とした場合の最適なバイオ

マス配分については詳述する（図 323-6 等）。



― 140 ―

図 321-5　装置間の連携概念

複合燃料燃焼・発電システム

省エネ型高速炭化・ガス化装置

汚泥炭化装置

小型メタン発酵・
発電システム

簡易・高速堆肥化施設

集落排水汚泥・下水汚泥

汚泥炭

糖蜜
廃油

畜糞
生ゴミ
水産廃棄物
バガス他
古紙類

発酵残渣

高品質堆肥

燃焼灰

バガス
未利用植物チップ

畜糞
生ゴミ
水産廃棄物
バガス他

炭，酢液，電力エネルギー

電力エネルギー
電力エネルギー
（水素ガス）

廃熱

廃熱

バイオマス原料

一次残渣

生産物

廃熱

物質・エネルギーの流れ

複合システムによる完全ゼロ・エミッションの実現

上記のプラントに加えて
アルコール・油化プラント，燃料電池，成分抽出プラント
などを加えて総合的な研究を行うセンター設立を検討中

　エ　考　察

( ア ) 各々の装置について、様々な条件（投入バ

イオマス種，投入量，管理条件など）で稼働させ、

概ね維持管理特性などを把握した。

( イ ) 個別装置の維持管理特性を基に、施設間を

効率的に連携させる概念を整理した。詳細な適応は

後述する。

　オ　今後の課題

　実用運転を想定し、更に詳細な条件下での連携運

転条件を解明する。例えば、炭化温度など変更し

た場合の連携運転条件の解明や、妥当性を考慮した

最適なバイオマス配分の解明などの実用化が待たれ

る。

　カ　要　約

( ア ) 個別変換装置の維持管理特性の解明

　試作した 4種 5つの変換装置に関して、様々な条

件で維持管理特性を検討した。その結果、概ね各装

置の特性を解明できた。

( イ ) 連携運転条件の検討

　各装置の維持管理特性の基に、各装置間を連携さ

せる概念を整理した。実用性を考慮して更なる検討

が必要である。

担当研究者（凌　祥之 *、亀山幸司、上野正実、小

宮康明、川満芳信、新城俊也、東江幸優）

２　変換したバイオマスの利用技術の開発

　ア　研究目的

　宮古島において安定的にバイオマスを利用するた

めには、主要産業である農業による利用、主に農地

還元が期待される。本課題では、保水性に富むバイ

オマス（バガスや農業集落排水汚泥等）の炭化物を

農地に施用し、有機物に乏しく、保水性に乏しい島

尻マージ土壌の理化学性の改良を行い、これにより

サトウキビの収量・品質の改善の可能性について検

討した。また本課題では、浸透排水中の硝酸態窒素

を低減する対策として、多孔質な炭化物の農地投入

による水質改善の可能性も検討した。

　イ　研究方法

( ア ) 実験区の設定

　添加する炭化物の材料として、サトウキビの絞り

かす（バガス）および化学肥料代替効果が期待され

る農業集落排水汚泥を選んだ。炭化物の諸成分含量

は表 322-1 に示した。汚泥炭はバガス炭より N（窒

素）、P（リン）、K（カリウム）含量が高く、炭素

含量が少なかった。
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表 322-1　供試炭化物の化学性

炭化物 pH
TN

(％ )

TC

(％ )

P

(mg/kg)

K

(mg/kg)

バガス炭 7.25 0.37 63.23 0.84  19.93

汚泥炭 7.15 1.46 15.14 4.06 125.15

　2005 年 7 月 28 日から 2006 年 9 月 27 日まで、沖

縄県農業研究センター宮古島支所にある長さ 3m、

幅 3m、表層土壌の深さ 1m、礫砂層 0.35m の 6 基の

室外ライシメーターを用いて、サトウキビの農林

15 号（NiF15）を栽培した。実験では、①炭化物無

添加の化学肥料のみ施用区、②バガス炭添加区、③

汚泥炭添加区など 3 種類の実験区（反復 2）を設け

た。バガス炭については土壌の乾燥重量の 3% を地

下 0.3m まで施用、混入し、汚泥炭については土壌

の乾燥重量の 1% を地下 0.3m まで添加した。栽培等

の条件は県農業研究センターの栽培指針に従った。

生長に必要な水分は定期的にスプリンラーによって

供給した。

（イ） サトウキビ生育、硝酸態窒素の浸透流出お

よび土壌理化学特性の調査

　生育終了後、ランダムに 10 本選定し、茎長、仮

茎長、茎重、茎径、SPAD、Brix、検糖度、繊維含

量を測定した。また、全てのサトウキビを収穫して、

単位収量を測定後、（乾物）有機物含量、窒素含量

を計測し、可製糖量を計算した。

　生育期間中、ライシメーター下部からの浸透排水

を定期的に採水し、イオンクロマトを用いて硝酸態

窒素濃度を測定した。

　定期的に表層土壌の含水比を測定した。含水比の

測定方法について、炭化物無添加区および汚泥炭添

加区では TDR 土壌水分計を用い、バガス炭添加区

では採土、乾燥法を用いた。

　また、試験前後の表層土壌の理化学性について、

真比重、乾燥密度、透水性、pF1.6～ pF3.0 の間にお

ける土壌有効水分含量、窒素、炭素含量を測定した。

（ウ）DNDC モデルを用いた窒素、炭素収支解明

　効率的なバイオマスの農地還元を目指し、持

続的なバイオマス施用技術を決定するために、

DNDC(DeNitrification- DeComposition) モデルを用い

て、炭素と窒素を指標としてシミュレーションを

行った。特に、温室効果ガスおよび硝酸態窒素の溶

出に対して、島尻マージ土壌における DNDC モデ

ルの適応性について検討した。

　ウ　研究結果

（ア）炭化物の添加がサトウキビ生育に与える影響

　各試験区における収穫したサトウキビの茎長、茎

径、茎重、SPAD 値、Brix 値、糖度、繊維分を表

322-2 に示した。汚泥炭添加区のサトウキビ茎長が

最も長かったが、バガス添加区のサトウキビ茎径が

最も太く、バガス炭添加区のサトウキビ平均茎重が

最も大きかった。また、N、P、K 肥料成分を多く

含む汚泥炭を添加した区のサトウキビの分蘖（ゲツ）

が多く、栄養成長が盛んであったため、単位面積の

原料茎重がほかの 2区より多かった。ただし、バガ

ス炭添加区のサトウキビの Brix と糖度が最も高く、

可製糖量は炭化物無添加区の 1.8 倍、汚泥炭添加区

の 1.9 倍であった。汚泥炭と比べ、バガス炭の添加

はサトウキビの生育に良好な効果を与えたことが認

められた。

表 322-2　各試験区におけるサトウキビの生育指標

試験区
茎長

(cm)

茎径

(cm)

1 茎重

(g)
SPAD Brix 糖度

繊維分

(%)

可製糖率

(%)

原料茎重

(kg/a)

可製糖量

(kg/a)

炭化物無添加区 205 2.35 618.4 36.1 16.9 54.4 15.1 8.7 944.4 51.1

バガス炭添加区 218 2.55 801.5 33.2 17.9 66.6 15.3 11.4 1000.0 91.1

汚泥炭添加区 233 2.43 693.1 35.0 14.8 41.9 14.8 6.2 1133.3 48.7

( イ） 炭化物の添加が土壌物理性に与える影響

　各試験区におけるサトウキビの蒸散の影響が少

ない栽培初期の土壌含水比の定期観測結果を図

322-1、各試験区における灌水直後の 11 月９日か

ら 11 月 11 日における土壌水分の変動を図 322-2 に

示した。栽培初期における降雨と灌水量の平均は

17mm/day であり、汚泥炭添加区の土壌水分と炭化

物無添加区との差異は見られなかったが、バガス炭

添加区の土壌水分が炭化物無添加区を上回った。ま

た、期間中 2005/8/3 ～ 5 と 2005/8/22 に 2 回大き
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な降雨があった。降雨後の定期土壌水分観測では、

炭化物無添加区および汚泥炭添加区は土壌水分の増

加が少ないのに対し、バガス炭添加区の土壌水分は

顕著に増加した。

　各試験区における表層土壌の物理性（真比重、実

験開始直後と終了後の表層土壌の乾燥密度、透水性

および保水性）の変化を表 322-3 に示した。バガス

炭を添加することによって、土壌は軽くなり、土壌

硬度も小さくなった。そのため、バガス炭添加区に

おけるサトウキビの根は他 2区より深く、太く伸び

ていたことが目視で確認された。また、バガス炭を

添加することによって、有効含水量が増加した。栽

培終了時には灌水や降雨によって、各試験区内の土

壌が固められ、有効含水量が下がったが、それでも

バガス炭添加区は他の 2区より高い有効含水量を維

持していた。

表 322-2　各試験区におけるサトウキビの生育指標

試験区
茎長

(cm)

茎径

(cm)

1 茎重

(g)
SPAD Brix 糖度

繊維分

(%)

可製糖率

(%)

原料茎重

(kg/a)

可製糖量

(kg/a)

炭化物無添加区 205 2.35 618.4 36.1 16.9 54.4 15.1 8.7 944.4 51.1

バガス炭添加区 218 2.55 801.5 33.2 17.9 66.6 15.3 11.4 1000.0 91.1

汚泥炭添加区 233 2.43 693.1 35.0 14.8 41.9 14.8 6.2 1133.3 48.7
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図 322-1 各試験区における栽培初期の土壌水分変

化

図 322-2　各試験区における灌水直後の土壌水分変化

( ウ） 炭化物の添加が硝酸態窒素の浸透流出に与

える影響

　各試験区における流出水中の硝酸態窒素濃度の経

時変化を図 322-3、積算浸透流出量の経時変化を図

322-4 に示した。栽培期間中における炭化物無添加

区、バガス炭添加区、汚泥炭添加区の流出水中の硝

酸態窒素の平均濃度は各々 1.93、0.90、1.94g/m3 で

あった。窒素肥料成分含量が高い汚泥炭添加区の平

均濃度は最も高く、バガス炭添加区の濃度は他の 2

区の半分以下であった。ただし、汚泥炭添加区にお

けるサトウキビの生長が無添加区より盛んであり、

蒸散量が多く、浸透流出水量が少ないため、積算流

出負荷は炭化物無添加区より少なかった。また、サ

トウキビの生長に伴って、硝酸態窒素濃度は下がる

傾向にあった。ただし、大きな流出があった場合、

無添加区と汚泥炭添加区における硝酸態窒素濃度が

増大した。これは降雨の浸透が硝酸態窒素の濃度を

表 322-3　各試験区における試験前後の土壌化学性変化

試験区 真比重
乾燥密度 (g/cm3） 透水性 (cm/s) pF1.6-3.0 間の含水比 (%)

2005.10 2006.9 2005.10 2006.9 2005.10 2006.9

無炭化物添加区 2.81 0.860 1.07 0.0793 0.0161 28.54 14.14

バガス炭添加区 2.71 0.574 0.70 0.0467 0.0106 39.32 16.06

汚泥炭添加区 2.76 0.865 1.00 0.0766 0.0214 29.13 10.97



― 143 ―

上昇させたためと推測した。ただし、豪雨時におい

ても、バガス炭添加区における浸透水中の硝酸態窒

素濃度があまり変わってないことから、バガス炭の

添加は硝酸態窒素の流出を抑制したと考えられる。

( エ） 炭化物の添加が温暖化ガスと窒素収支に与

える影響

　DNDC モデルを用い、各試験区の窒素収支および

温暖化ガス放出量（計算値）を図 322-5 に示し、実

測した窒素収支と比べた。有機物等を施用した場合

の窒素の収支がモデルによって解明された。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7/17 10/25 2/2 5/13 8/21 11/29

Date

C
o
n
c
e
n
tr

at
io

n
 o

f 
n
it
ra

te
 n

it
ro

ge
n
  
(g

/
m

3
)

炭化物無添加区 バガス炭添加区 汚泥炭添加区

0

100

200

300

400

500

600

700

7/17 10/25 2/2 5/13 8/21 11/29
Date

C
u
m

u
la

ti
ve

 l
o
ad

 o
f 

n
it
ra

te
 n

it
ro

ge
n
 (

g/
a)

炭化物無添加区 バガス炭添加区 汚泥炭添加区

図 322-3 各試験区における浸透水中硝酸態窒素濃

度の経時的変化

図 322-4 各試験区における硝酸態窒素の累出浸透

流出量

　炭化物の添加はサトウキビの窒素吸収を増加さ

せ、溶脱する窒素量と土に蓄積する窒素量を減少さ

せていた。特にバガス炭を添加した区において、窒

素の溶脱量は顕著に減少した。

　エ　考　察

　島尻マージ土壌におけるバイオマス炭化物の農地

施用効果を明らかにするため、沖縄県農業研究セン

ター宮古島支所内のライシメーター用いて、サトウ

キビの栽培実験を行った。その結果、サトウキビの

図 322-5　各試験区の窒素収支および温暖化ガス放出量 (DNDC モデルのシミュレーション値と実測値 )
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単位収量はバガス炭、汚泥炭を添加することでいず

れも無添加区より多かった。特に、バガス炭添加区

のサトウキビは糖度が上がり、可製糖量が大幅に増

加した。これは①バガス炭の添加が土壌の硬度を下

げ、深い根群分布を形成し、吸水および吸肥範囲が

広がり、②バガス炭の添加が土壌保水性を高め、適

切な水分含量を維持したためと考えられる。

　また、バイオマス炭化物を添加することにより、

サトウキビの生育が向上し、蒸散量を増加したため、

水の浸透流出が減少した。さらに、バガス炭の添加

によって、浸透流出水中の硝酸態窒素濃度が下がり、

地下水の汚染源とする硝酸態窒素の浸透流出は、炭

化物無添加区により最大 59％が削減できた。汚泥

炭添加区においても、浸透流出水量の減少によって、

硝酸態窒素の流出が 11％削減できた。

　DNDC モデルでは、炭化物の添加がシミュレー

ションファイルに取り込まれていないため、炭化物

添加区における窒素収支や温暖化ガス放出量をシ

ミュレーションすることができなかったが、炭化物

無添加区の計算値と実測値との差があまりないこと

から、炭化物添加が土壌の理化学特性およびサトウ

キビの生育に与える影響を解明すれば、情報ファイ

ルを追加することで、炭化物を添加した場合にもモ

デルが対応可能であると考えられる。

　オ　今後の課題

　成果は有効的に活用をするため、①バガス炭の硝

酸態窒素の吸収特性、②長期における汚泥炭の施用

の肥料効果、③炭化物吸水などの機能の維持性など

を明らかにする必要がある。

　カ　要　約

( ア） 島尻マージ土壌におけるバガス炭の保水効

果を明らかにした。また、バガス炭の土壌施用によ

るサトウキビの増産効果を明らかにした。

( イ） バガス炭は硝酸態窒素吸収機能を有するこ

とが分かった。宮古島の地形および土壌条件を考え

ると、サトウキビ収量および品質向上、さらに環境

負荷の削減を図るためには、バガス炭の添加は有効

な方策であることが確認できた。詳細な機構の解明

が望まれる。

( ウ ) 島尻マージ土壌における DNDC モデルの適

用性を証明した。将来的に、DNDC モデルを用いて、

炭素と窒素を主な指標としてシミュレーションする

ことで、持続的なバイオマス施用技術を決定するこ

とができると期待される。

担当研究者（凌　祥之 *、亀山幸司、上野正実、小

宮康明、川満芳信，菊池　香、上原数見、平良正彦）

３　バイオマスの適正な評価手法の開発と評価

　ア　研究目的

　バイオマスを効率的に利用するためには、適正な

評価手法の開発と適切な評価が重要である。当該課

題では LCA（ライフサイクルアセスメント）等の

手法を用いて、これらを検討するものである。変換

装置の各プロセスにおける環境負荷や農家の営農活

動が環境に及ぼす影響の解明を行った。特に営農に

ついては、ツールとして環境シミュレーターを開発

した。その他、地下水への窒素負荷の定量化とその

負荷要因の解明についても検討を行った。

　イ　研究方法

( ア ) 農家レベルの環境影響算定ツールの開発

　各農家の営農活動が環境に及ぼす影響を解明す

るために環境シミュレーターを開発した。これは

LCA 手法に基づいたものである。

( イ ) 地下水流域を単位とした評価手法の検討

　宮古島では地下水は唯一の水資源であり、水量と

水質保全は重要な課題である。そこで、各地下水

流脈毎の窒素負荷の定量化と負荷要因の解明を行っ

た。

( ウ ) バイオマス変換装置の CO2 排出量の評価

　変換施設における環境影響評価を行うために、変

換装置の各プロセスにおける環境負荷を LCA 手法

に基づいて算定し、環境負荷が相対的に大きいプロ

セスの抽出を行った。

　ウ　研究結果

( ア ) 農家レベルの環境影響算定ツールの開発

　農家レベルでのバイオマス利活用評価を行うため

のツールとして、宮古島における農業の環境影響を

簡易に算定するシミュレータを開発した。本シミュ

レータは最終的にバイオマス利活用に関する様々な

取組を評価することを目的としている。例えば、あ

るバイオマス変換施設の導入による環境改善効果を
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算定する場合、利用する農家毎にシミュレーション

を行い、結果を合算することによって算定、評価が

可能となる。

　営農に関する基本的な情報（繁殖母牛の飼養頭

数、草地面積、サトウキビ作付面積、ハウスの面積

と棟数、野菜作付面積など）を入力することにより、

大まかな物質フローの把握とその農業活動による

環境影響が算定される。具体的な出力は（1）CO2、

CH4、 N2O、NOx、SOx、NH3、NO3
- などの環境負

荷物質のインベントリ（負荷量の推定）、（2）地球

温暖化、酸性化、地下水への影響、エネルギー消費

量などの環境影響、（3）LIME（日本版被害算定型

環境影響評価手法）に基づいて試算された被害影響

とした。

　評価範囲の設定や、環境負荷物質及び環境影響の

算定等は、主に LCA（ライフサイクルアセスメント）

の方法論に準じて行った。評価範囲は、図 323-1 に

破線で示した範囲とした。

　本シミュレータは Microsoft Excel で作成してお

り、基本情報の入出力、農作物生産量・資材消費量

等の算出，環境負荷物質・環境影響の算出から構

成される ( 図 323-2)。シミュレータによる算定例

として、サトウキビ 2ha、繁殖母牛 12 頭、草地 1ha

の複合経営の農家について試算した結果を示す。
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図 323-3　出力例（1）CO2 排出量（インベントリ）

表 323-1 出力例（3）LIME に基づく被害影響 

（エンドポイント）

図 323-1　評価範囲 図 323-2　シミュレータの算定フロー
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図 323-4　出力例（2）環境影響（ミッドポイント）

この経営規模は内閣府沖縄総合事務局農林水産部土

地改良課で行われたアンケート 1) を参考にしたも

ので、宮古島における複合経営において平均的な規

模である。その結果、1 年間の CO2 排出量は全体

で 9.4t-CO2/y で、化学肥料・濃厚飼料の製造、農

業機械の軽油の消費や廃プラの焼却に由来する排

出が多かった ( 図 323-3)。一方、地球温暖化の影

響は 40.8t-CO2eq/y と見積もられ、牛の反すう由

来の CH4 やふん尿由来の N2O の影響が大きかった

( 図 323-4)。これらの結果は既存の LCA 研究で得

られている知見と比較し、概ね同様の傾向であった
2)　3)。なお、統合化された被害影響は 14.4 万円で、

主な原因は NH3、CH4、CO2、N2O（寄与率はそれ

ぞれ 47.3、31.9、10.5、3.5％）と算出された（表

323-1）。

( イ ) 地下水流域を単位とした評価手法の検討

　バイオマス利活用計画の策定にあたっては、バイ

オマスの利活用に係る窒素やリンの挙動と負荷対象

流域の水質との関連を十分検討しておく必要があ

る。宮古島は平坦な地形であるため、大きな河川が

なく、流域に相当するものが見られない。一方、宮

古島の地下水は主に断層により仕切られ、約 22 の

集水域に細分されており、それぞれの集水域を独立

性の高い地下水流域とみなせる。このような視点か

ら考えると、宮古島のバイオマス利活用においては

地下水流域単位で計画し、評価することが有効と考

えられる。このため、地下水流域単位でのバイオマ

ス利活用の評価の端緒として、地下水流域単位での

窒素負荷量と負荷原因の割合を原単位法により推定

し、可視化した。なお、窒素負荷については（1）

サトウキビへの施肥、（2）野菜への施肥、（3）肉牛

ふん尿、（4）生活系排水の４つについて検討した。

窒素負荷の算定においては中西ら 4) の手法を参考

にした。さらに、それぞれの窒素負荷量に対し、中

西ら 4) の推定した地下水への負荷率（施肥 40％、

ふん尿 44％、生活系排水 69％）を乗じて、地下水

a. GWP [ kg-CO2eq/ ]

CH4 (21
N2O (310 )

c. [ kg-NO3-N/ ]

b. AP [ kg-SOxeq/ ] d. GJ/
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流域単位での地下水への窒素負荷量とした。

　地下水流域毎に考慮すべき窒素負荷原因が異な

り、図 323-5 のように図化することによって地下水

流域別の特徴の把握と対策の検討が容易になった。

例えば、砂川・仲原流域は肉牛ふん由来の窒素負荷

がそれぞれ 42.3、48.5％と多い。そのため、肉牛

ふんの適正な農地還元や流域外への搬出によって窒

素負荷の軽減が期待される。一方、皆福・福里流域

は複合的な対策が必要である。皆福流域は生活系排

水の負荷が相対的に大きく、福里流域はサトウキビ・

牛ふんの他に、野菜作への肥料由来の窒素も考慮す

る必要がある。

図 323-5　地下水流域別の窒素負荷概況

( ウ ) バイオマス変換装置の CO2 排出量の評価

　バイオマスを利活用する狙いの一つに地球温暖化

の抑制が挙げられているが、バイオマスを利活用す

る過程（収集・変換・利用）では温暖化への負荷が

必然的に生じる。このため、地域においてはできる

限り温暖化負荷の少ないバイオマス利活用システム

を構築する必要があり、そのためには対象とするバ

イオマス利活用過程において温暖化負荷の多い問題

箇所を明らかにし、負荷削減対策を図ることが重要

と考えられる。

　そこで、宮古島に設置したバイオマス変換装置に

おけるバイオマスの利活用過程（収集・変換・利用）

を対象に LCA 手法を適用し、各プロセスの CO2 排

出量の解析を行った。

　農畜産業を基幹産業とする宮古島において発生量

の多いバイオマスは牛ふんとバガス（サトウキビの

搾りかす）である 1)。このため、牛ふん、バガスか

らエネルギーや有価資材を効率的に生産するシステ

ムの構築を念頭に炭化装置、ガス化装置、メタン発

酵装置、堆肥化装置（表 323-2）が島内に導入され、

過去 2年間、変換装置の実証運転が行われている。

　変換装置の実証運転データから原料バイオマスの

収集 1回あたりの輸送距離・積載量や各変換装置稼

働時の資源消費量・物質収支の日当たり平均値等を
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明らかにし、それらを積算して変換装置における収

集・変換・利用過程のプロセス・フロー図（1 年間

あたり）を作成した（図 323-6）。そして、プロセ

ス・フロー図に従い、変換装置における収集・変換・

利用過程の CO2 排出量（1年間あたり）を算出した

（図 323-7）。収集、変換、利用過程の CO2 排出量が

変換プラント群全体の CO2 排出量に占める割合は、

各々 4.6、79.7、16.7 % であり、変換過程からの排
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出が非常に大きな割合を占めていることが推察され

た（図 323-7）。特に、炭化装置稼働時の灯油消費が、

非常に大きな CO2 排出源であることが推察された。

なお、炭化装置の灯油消費は、装置起動時にその殆

どが消費されるため、連続運転の採用等により消費

量削減が可能と考えられる。

図 323-7　収集・変換・利用過程の CO2 排出量

表 323-2　各変換装置の概略

図 323-6　収集・変換・利用過程のプロセス・フロー図
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　エ　考　察

( ア ) 農家レベルの環境影響シミュレータによる

算定例として、宮古島における平均的規模の複合経

営農家について試算した結果、化学肥料・濃厚飼料

の製造、農業機械の軽油の消費や廃プラの焼却に由

来する CO2 の排出が多かった ( 図 323-3)。一方、

地球温暖化の影響は 40.8t-CO2eq/y と見積もられ、

牛の反すう由来の CH4 やふん尿由来の N2O の影響

が大きかった ( 図 323-4)。

　宮古島ではこれまでサトウキビ栽培における施肥

による地下水への窒素負荷が環境影響の主な課題と

されてきた 4)。しかし、今後は、増頭傾向にある肉

用牛繁殖による環境影響にも注目していく必要があ

る。例えば、飼料生産における施肥は年間 4～ 6回

にわたり、窒素負荷は 260 ～ 500kg-N/ha と多い。

さらに近年では採草地にもスプリンクラーの整備が

進み、施肥後に散水が行われる圃場も多い。このよ

うな圃場においては散水を適切に行い、不要な溶脱

を引き起こさないよう注意すべきである。

( イ ) 図 323-5 に示したように地下水流域別の窒

素負荷及び収支を精査し、窒素管理を地下水流域単

位で行うことは、当地域においては合理的である。

同様に、バイオマス利活用の計画・評価においても

地下水への影響を考慮して、地下水流域単位で実施

することが有効である。また、当地域におけるバイ

オマスの農地による受入能力は地下水流域の窒素受

入能力に規定されると考えられ、このような視点は

前述の農家レベルの環境影響シミュレータにおける

宮古島独自の統合化係数を決定する際にも役立つと

期待される。

( ウ ) バイオマス利活用過程（収集、変換、利用）

における各プロセスの CO2 排出量を推定し、プロ

セス間を比較した結果、CO2 排出量が相対的に大

きいプロセスが特定される（図 323-7）。温暖化負

荷を効果的に削減するためには、温暖化負荷が相対

的に大きい部分の削減が特に重要であり、重点的に

負荷削減のための対策を行う必要があると考えられ

る。

　オ　今後の課題

( ア ) 農家レベルの環境影響シミュレータの開発

における課題として、地球温暖化や地下水への影響

といった個別の環境影響に宮古島の実情に即した重

み付けを行い、統合化することがあげられる。現

在は、産業技術総合研究所 LCA 研究センターによ

り開発された LIME5) に準じて、暫定的に統合化し

ている。例えば、前述の経営の場合、統合化され

た被害影響は 14.4 万円で、主な原因は NH3、CH4、

CO2、N2O（寄与率はそれぞれ 47.3、31.9、10.5、

3.5％）と算出された（表 323-1）。しかし、当地域

においては地下水保全が大きな課題であり、今回試

算された結果をそのまま宮古島における統合的な環

境影響の評価結果とするのは問題がある。宮古島の

実情に即した統合化係数の設定が必要である。

　また、N2O の揮散等、研究領域によっては原単位

の精度が不十分なものもあり、研究や技術の進歩

に併せて原単位の見直しや精度向上を図る必要があ

る。

( イ ) 地下水流域単位での窒素負荷量と負荷原因

の推定については、生活系排水由来の窒素負荷の算

定については今後検討の余地がある。今回は発生量

の 69％が地下水に影響するとしたものの、生活系

排水の処理方法によって、負荷量は変化する 6)。宮

古地域においては下水道や農業集落排水への供用率

が低いため、一人あたりの負荷量がおおよそ一定で

あると考えることも可能である。しかし、各地下水

流域での処理方法を正確に把握することによって、

推定精度が高まると期待される。

( ウ ) バイオマス変換装置の CO2 排出量の評価に

ついては、評価結果を装置の装置稼働にフィード

バックし、温暖化負荷削減対策の立案に活用するこ

とが必要であり、温暖化負荷削減対策をとった場合

の負荷削減効果の解析や施設導入による負荷削減効

果の解析を行っていく必要がある。

　カ　要　約

( ア ) 農家レベルでの環境影響を評価するツール

として、宮古島における農業の環境影響を簡易に算

定するシミュレータを開発した。バイオマス利活用

による効果の算定、当該地域の環境保全型の農業施

策の策定支援、環境教育のツールとしての活用を想

定している。環境被害の統合化、原単位の精度向上

が課題である。

( イ ) 地下水流域単位でのバイオマス利活用の評

価の端緒として、統計データを基に地下水流域毎に

窒素負荷量と負荷原因の割合を推定した。流域別の
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窒素収支を精査し、窒素管理を地下水流域単位で行

うことは、当該地域においては合理的であり、バイ

オマス利活用の計画・評価も地下水流域単位で行う

ことが有効である。

( ウ ) 宮古島に設置したバイオマス変換装置にお

けるバイオマスの利活用過程を対象に LCA 手法を

適用し、各プロセスの CO2 排出量の評価を行った。

評価結果は、対象とする利活用過程において温暖化

負荷が相対的に大きいプロセスの特定を可能にする

ため、温暖化負荷削減対策を立てる上で有用である。
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