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持続的に発展可能な社会を目指すことが，今，

求められている。

近年，バイオマスの利活用が注目されている

背景としては，大量生産・大量消費・大量廃棄

の社会システムが，自然の浄化能力を超え，地

球温暖化・水質汚濁・廃棄物の増加・有害物質

の発生等のさまざまな環境問題を深刻化させて

いることがあげられる。バイオマスがエネルギ

ー・環境問題軽減に貢献できると見直されるよ

うになったのは，バイオマスの有する

●再生可能であること

●貯蔵性・代替性があること

●膨大な賦存量を有すること

●カーボン・ニュートラルであること

という特性による。

国は，一次エネルギーに占める太陽光，風力，

廃棄物，バイオマス，黒液・廃材による発電など

から得られる「新エネルギー」の割合を，2002年

度の1.6％（原油換算で923万kL）から2010年度

までに３％（同1,910万kL）に引き上げる計画を

掲げている。これら新エネルギーの需要先とし

ては，クリーンエネルギー自動車・天然ガスコー

ジェネレーション・燃料電池が想定されている。

京都議定書目標達成計画においては，2010年度

までに308万kL（原油換算）のバイオマスを熱利

用することが目標として設定されており，このう

ち，輸送用燃料についてバイオマス由来燃料を

50万kL（原油換算）使用する（輸送用燃料全体約

8,600万kLの約0.6％）という目標を揚げている。

「バイオマス・ニッポン総合戦略（以下，「戦略」

と記す）」1）では，その取り組みの一つとして，

地域のバイオマス資源を総合的かつ効果的に利

活用する「バイオマスタウン構想」の策定を市町

村等に奨励し，2010年までに全国で300程度の

市町村等がバイオマスの利活用を推進すること

を目標として設定している。戦略において，バ

イオマスタウンは，「域内において，広く地域関

「バイオマス」という言葉の認知度は，近年，飛

躍的に高まりつつある。「バイオ」は，生物や生

物資源を表し，「マス」は量を表す。家畜ふん

尿・生ごみ・稲わら・林地残材・生活廃水汚泥

等，生物由来のモノがバイオマスである。バイ

オマスは，大気圏・水圏・土壌圏に広く分散して

存在している生物によって，物質の集積・改質・

合成という営みが行われることでつくられる。植

物は，光と水と二酸化炭素を用い，光合成によ

って有機物を生産し，食物連鎖を通して物質の

集積が進む。死滅した生物は土壌微生物が分解

し，植物が養分として吸収できるようになる。物

質の移動量として，人為によるものが圧倒的に

多いとしても，それは局所的で特定物質に限ら

れたものであり，種の存続や生態系保全に欠か

せない広範な物質移動は，自然界の生物のみが

担える機能である。バイオマスは，取扱い方に

より，有用な資源になったり，廃棄物になったり

する。バイオマスからは，飼料・有機肥料・工業

原料・電気・熱・自動車の燃料など，さまざまな

ものを得ることができる。

わが国は，温暖・多雨な気候条件下にあるこ

とから，かなりのバイオマス賦存量が見込まれ

ている。しかし，広く薄く存在している上，水分

含有量が多く嵩
かさ

ばるなどの理由から収集が困難

であること，効率の高い変換技術の開発が不十

分であること，事業採算性の問題があること等

により，十分な利活用がなされていない。限り

ある化石資源を次世代が引き続き活用できるよ

うにするとともに，バイオマスを従来の食料・木

材としての利用にとどまらず，新たな製品やエネ

ルギーとしての活用を推進していくことにより，

おらが
「バイオマスタウン」の
構築に向けて

1
循環型社会の形成に貢献することを常に意識す

ることが必要である。先行事例に学び，情報を

うまく活用しつつ，地域独自の構想をたてるとい

う気概を大切にしたい。

表１－1に全般的な留意事項をまとめた。全

てを満足する必要はない。構想・計画作成者が

蓄積していく知見をこのような形でまとめ，充実

させていくと良いと思われる。農村地域では５Ｓ

（Small, Simple, Stable, Sustainable, Smile）が

重要になる。各Ｓの優先度は地域の実情にあわ

せて考慮する必要がある。

バイオマスの利活用を公的資金で推進する場

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。

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，東京大学生産技術研究所，

自治体（千葉県，香取市），そして，民間企業や

地元の農事組合法人によって組織されたバイオ

マス研究開発組合，千葉県の農業関係試験研究

機関が参画してい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」は，農林水

産省農林水産技術会議事務局の委託事業とし

て，バイオマス多段階利用の実証研究を実施し

ている。千葉県北東部にある香取市山田区域

（旧香取郡山田町，本書では「山田町」と記す）が，

主たる舞台である。山田町は，首都圏に農畜産

物を提供する都市近郊型農畜産業地域であり，

家畜ふん尿や農作物残さなどのバイオマスが多

く発生している。「システム実用化千葉ユニット」

では，これらバイオマスの多段階利用が成立す

るために必要な要件を解明するとともに，複数

の変換技術を組み合わせたプラント群の設計お

よび設置・運転を行い，各々の変換プロセスの

係者の連携の下，バイオマスの発生から利用ま

でが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用

システムが構築され，安定的かつ適正なバイオ

マス利活用が行われているか，あるいは今後行

われることが見込まれる地域」と定義されてい

る。数値目標としては，「廃棄物系バイオマスの

90％以上，または未利用バイオマスの40％以上

の活用」を基準としている。

バイオマスの生産・発生状況は地域によって

さまざまであり，バイオマスタウンの設計は必ず

しも容易ではない。バイオマスの変換といって

も，現状では有機性廃棄物の処理という側面が

強いものが多い。バイオマスの利活用を持続的

に推進するためには，マテリアル・エネルギーの

フローの適正化，環境保全，地域の活性化など

を考慮して，地域特性に合った計画を立案する

必要がある2）。バイオマスタウンの構築は，化石

資源の使用量を減らし，地球温暖化防止にも貢

献するとともに，基盤となる農林業や農村が活き

活きと輝き，地域の絆を深めることにもつながる。

バイオマス利活用の推進に当たっては，「本物

の学問に裏づけされた変換技術」の採用を前提

にすると，持続的な地域資源の管理，信頼でき

る運営組織の設立および維持，再生資源の確実

な需要先の確保，輸送・貯蔵が重要である。バ

イオマス利活用の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

かかわることになる。バイオマスの利活用は地

域特性に大きくゆだねられ，地域独自の創意工

夫や合意形成を図っていくプロセスが大切であ

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。あるべき地域の姿を描くこと

（Vision）から始め，しっかりした理念をもたない

と，目的と手段を取り違えかねない。バイオマス

の利活用にかかわる施策や活動が，心の豊かさ，

時間のゆとりの確保，健康増進につながり，真に

１）バイオマス・ニッポン総合

戦略ホームページ：http://www.

maff.go.jp/biomass/index.ht

m（2007年1月31日最終確認）

２）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」（ISBN4-

9902-6830-X），2006
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Chapter 1
バイオマスタウンの設計

おらが「バイオマスタウン」！

これから，山田町で展開している

「バイオマス多段階利用の実証研究」を紹介します。
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が盛んな地域を対象にするという研究委託元の

指定を受け，千葉県からの助言，地元の実力と

熱意，農村工学研究所および東京大学生産技術

研究所からの距離等を踏まえて決定した。千葉

県では2001年度から「農林業未利用資源リサイ

クル研究推進事業」に取り組み， 2003年には

「バイオマス立県ちば」推進方針を策定し，堆肥

化および炭化を中核技術とするアグリ・バイオマ

スタウンを含む4つのバイオマスタウン構想を提

唱している。

私たち「システム実用化千葉ユニット」は，本

実証研究が，地域特性を活かした創意工夫によ

り，バイオマスタウン構築に取り組む際の先駆的

なモデルになると確信している。本書では，都

市近郊農畜産業型を想定したアグリ・バイオマ

スタウン構築への最初の歩みを紹介する。

性能試験やバイオマス再生資源の活用試験，環

境への影響調査を実施している。実証研究の概

要については，Data第2節を参照されたい。

バイオマス多段階利用実証プラントは，「山田

バイオマスプラント」と名づけ，2005年11月１日か

ら本格的に運転を開始した。プラントでは，バイ

オマスのエネルギー化技術として注目されている

メタン発酵技術に加え，そこから生成されるメタ

ンガスを有効利用するためのメタン吸蔵 4）・メタ

ンガスを燃料とした炭化 5）・水蒸気爆砕 6）などの

技術を組み合わせ，バイオマス資源・エネルギー

を有効利用できるようになっている。また，メタン

発酵技術の課題の一つとなっている消化液の利

用についても，農業分野で活用できるよう，安全

で使いやすい濃縮液肥にする技術を開発中で

ある。

実証研究の舞台が山田町である理由は本書の

随所で紐解かれていくが，都市近郊で農畜産業

３）柚山義人：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），

pp.37-42，2005
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Chapter 1

8

● 適正な利活用システムの探究� ● 再資源化施設の計画�

● 組織・体制�

● 安全性�

● 諸手続き�

● 実施のタイミング�

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。�

○�

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。�○�

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�

迷惑施設ととらえられる側面を忘れていないか。�○�

廃棄物系バイオマスに係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過ぎていないか。�○�

行政コスト低減のための工夫をしているか。�○�

地区は，地理的に連続していない場合もありうることを念頭におい

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。�

○�

規模・配置は適切か。�○�

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，単位時間当たりの

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。�

○�

再資源化施設全体およびパーツの耐用年数を長く見込み過ぎていな

いか。�

○�

廃棄物が出ることを忘れていないか。�○�

ユーザーの立場にたった信頼できるメーカーから情報を入手してい

るか。�

○�

需要と供給の安定性は確保されているか。�○�

堆肥などにはカドミウム（Cd）・亜鉛（Zn）・銅（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。�

○�

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。�○�

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。�○�

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。�

○�

技術革新・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。�

○�

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。�○�

有害物質・POPs・病原菌などの動態に留意しているか。�○�

かさ�

表1－1 バイオマス利活用の推進に当たっての留意点（チェックリスト）3）

７）坂志朗編著：バイオマス・

エネルギー・環境，アイピーシ

ー，pp.53-60，2001

【コラム 1】世界のバイオマス

地球に目を向けると，バイオマスはどの程

度存在し，利用されているのであろうか。こ

の見積もりを行うのはかなり困難であるが，

ホイッタカー（Whittaker）らによる推定値がよ

く使われている7）。

推定は，バイオマスの主体は植物体であ

るので，主な植生の分布から地球上の植物

バイオマス現存量と総生産量を求めるとい

う方法で行われている。これによると，地球

上のバイオマス現存量は，乾燥重量ベース

で陸地では１兆8,370億ｔ，海洋では約40億

ｔとなっている。このうち，樹林の現存量が

１兆7,000億ｔとなっており，全体の92％を占

めている。バイオマスには約45％の炭素が

含まれていることから，地球上のバイオマス

総量を炭素に換算すると8,400億ｔというこ

とになる。この量は，石油・石炭・天然ガス

の確認埋蔵量にほぼ等しく，世界の年間エ

ネルギー消費量（約100億ｔ）の約80倍に相

当する。また，バイオマスの年間光合成量は，

乾燥重量ベースで陸地では1,150億ｔ，海洋

では約550億ｔとなっている。一方，バイオマ

スを利用するという観点では，我々は食糧・

飼料・建設資材・紙原料・エネルギーなどと

して材木や農産物を得ている。丸材の生産

量は年間約17億ｔであり，農畜産物の生産

量は年間約56億ｔである。このように，我々

が年間に利用しているバイオマスは，生産量

の数十分の1のオーダーである。エネルギー

としては，薪・木炭・メタン・エタノールなどの

形で年間約9.3億ｔ（石油換算）が利用されて

おり，これは全エネルギー使用量の14％に

相当している。日本のエネルギー消費にお

けるバイオマス由来のエネルギー比率は小

さいが，発展途上地域では主要なエネルギ

ー源になっている。

４）メタンガスを高密度に貯蔵

する。

５）農作物残さや家畜排せつ

物の固体分から固体燃料の炭

を製造したり，木質系バイオマ

スから工業原料を製造したり

する。

６）木質系バイオマスや農作物

残さを物理化学処理すること

により，工業原料を製造する。
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11）「モノマー」とは，高分子の

物質であるポリマー（「ポリ」は

「たくさん」の意味）を合成する

化学反応の基となる物質（基

質）のこと。「モノ」は１を表す接

頭語。たとえば，モノマーであ

るエチレンが合成されて，ポリ

エチレンができる。

バイオマスタウンの設計

11

８）迫田章義・望月和博・柚山

義人：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），pp.53-58，2006

９）小宮山宏・迫田章義・松村

幸彦：バイオマス・ニッポン，日

刊工業新聞社，pp.188-207，

2003

10）迫田章義：バイオマスから

の視点，総合科学技術会議環

境担当議員・内閣府政策統括

官共編「ゴミゼロ社会への挑

戦」，日経BP社，pp.114-120，

2004
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本実証研究の技術面におけるキーワードは，

「バイオマスリファイナリー」8）～10）である。石油

を燃料と物質に分配して余すところなく使う巧

みな仕組みは「オイルリファイナリー」と呼ばれて

いる。これに対して，バイオマスの全てを余す

ところなく物質とエネルギーとして使う仕組み

が，バイオマスリファイナリーである。すなわち，

バイオマスリファイナリーは，再生可能な資源で

あるバイオマスをカスケード利用，繰返し利用を

行って，物質とエネルギーとして利用し尽くす生

産システムであるといえる。

バイオマスを余すところなく使う仕組み自体

バイオマスリファイナリー2
は，決して新しい発想ではない。たとえば，稲

作の副産物である稲わらを例にすると，図1－1

に示すように，江戸時代には稲わらからさまざま

な製品がつくられており，使用後も物質（マテリ

アル）－物質，物質－エネルギーのカスケード利

用が確立されていた。このシステムは石油化学

の発展に伴い，ほとんどの製品が便利で品質の

高い石油化学製品に取ってかわられている。石

油化学製品は基本的には使い捨てであり，石油

の埋蔵量が無限でないことから，現在のような

石油の利用を前提とした社会が持続可能でない

ことは明らかである。しかし，便利な製品やエ

ネルギーの使用を捨て，過去に立ち返ることは

現実的には不可能である。バイオマスリファイ

ナリーは，江戸時代の物質循環を模し，提供さ

れる機能や利便性は今日のそれを目指そうとす

るものである。

バイオマスリファイナリーのシステムでは，光

合成によってバイオマスに固定化された炭素を

余すところなく利用するために，バイオマス変換

技術により原料バイオマスから工業材料や燃料

を合成して，石油化学製品の機能を代替させる。

つまり，石油化学工業に代わって，あるいはそれ

を補完して，バイオマス由来プラスチック等の製

品や，エタノール・メタンといった燃料を生産す

る。熱帯アジアなどに比べると決してバイオマ

ス資源に恵まれているわけではないわが国で

は，バイオマスリファイナリーにおける炭素循環

は，図1－2に示すように，原料となるバイオマ

スの流れやバイオマス由来製品の流通・消費の

後の再利用も十分に考慮して慎重に設計しなけ

ればならない。たとえば，使用済となったバイオ

マス由来プラスチック等は，できるだけ再びモノ

マー11）に戻して，繰り返し利用すべきである。

モノからモノへのリサイクル，すなわち，マテリ

アルとしての再利用が困難なものは，利用の末

端でエネルギーに変換するべきである。物質か

ら物質への繰返し・カスケード利用の次に，物

質からエネルギーへのカスケード利用を行うシ

ステムが有効である。カスケード利用の最終段

階でエネルギーを回収し，このエネルギーをバ

イオマスの収集・輸送やバイオマス変換プロセ

スの駆動に利用するような方法も，あらかじめ念

頭に置いて全体のシステムを構築するという考

え方が重要になってくる。

バイオマスリファイナリーを導入・運営してい

くための基盤としては，地方分散型の小規模な

システムと位置づけられるバイオマスタウンとの

連動が必然的である。すなわち，地域内で利用

可能なバイオマスの質や量を把握した上で，そ

のバイオマスを余すところなく物質やエネルギー

としてカスケード利用，循環利用する「地域バイ

オマス利活用システムの構築」が重要となってく

江戸時代�
（1603～1867）�

平成�
（～2005）�

未来�
（2010～2020）�

バイオマス�

稲わら�
みの� 編笠�

草鞋・草履・わらぐつ�
�

素材の直接利用� プラスチック・ビニール・�
化学繊維・合成皮革製品�

むしろ� 縄�

帽子� 傘�
石油�

レインコート�サンダル・靴�

マット� ロープ�

化学肥料・農薬�

ガスコンロ　電子レンジ�
自動車�

CO2

使用済�

農業生産資材  堆肥�
�

エネルギー　かまど�

バイオマス�
リファイナリー�

バイオマス由来�
プラスチック�

バイオガス�
（→ 発電）�
可燃性ガス�
アルコール�

コンポスト�

繰り返し利用�

機能代替�

機能代替�

機能代替�

図1－1 マテリアルの流れ　江戸・平成・未来（稲わらの例）8）

マテリアルとして�
再利用が可能�

工業原料・材料�
↓�

工業製品�

バイオマス�

食糧・建材など�
として利用�

一部廃棄�

地球規模の長期循環�

光合成�

燃料�

焼却�
裁断散布�

すき込みなど�
未利用�
低利用�

資源�
作物�

飼料�
肥料�

バイオマス変換技術�

大気中CO2

アルコール・メタン・水素等　�
↓�

エネルギー�

廃棄物系・未利用・�
低利用バイオマス� プロセス駆動用エネルギー�

地域での短期循環�

再変換�

使用済�

現状� バイオマスリファイナリー�

マテリアルとして�
再利用が不可能�
不合理・不経済�

図1－2 バイオマスリファイナリーにおける炭素循環 8）
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かし，廃棄物処理から脱却した無駄のないバイ

オマス利活用を目指す本研究では，マテリアル

とエネルギーの多段・カスケード利用を念頭に

おき，「バイオガスプラント」「残さの有価物化」

「マテリアル利用」の3つで構成される多段利用

プロセスを設計した。地域内のマテリアルとエ

ネルギーの全てを網羅したものではないが，原

料とするバイオマスの種類や量，バイオマスの

変換方法や効率，得られる製品の価値などにつ

いての定量的な判断材料となっている。

山田町の概要については，Data第1節を参照

されたい。

図1－3は，実際に山田バイオマスプラント（変

換プラント群）を試作・設置する際の設計の基礎

となったデータである。対象地域である山田町

の主要なバイオマスの変換システムにおけるマ

テリアルとエネルギーのフローを示している。

山田町では畜産が盛んなことから，家畜排せつ

物からエネルギーを取り出すバイオガスプラン

トを中心として，研究計画が立案された。メタン

発酵によるバイオガスプラントの最大の問題点

は，家畜排せつ物等から有価物であるメタンを

取り出しても，投入量とほぼ同量の消化液が発

生することである。この消化液は肥料成分に富

んでいることから液肥として農地に散布すること

が可能であるが，これを利用できる農地面積に

は限りがあり，排水処理される場合もある。し

12）迫田章義・望月和博・柚山

義人：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），pp.53-58，2006

バイオマスタウンの設計

13

Chapter 1

12

●収集・輸送

●原料バイオマスの貯蔵・保管

●再資源化プロセス（工業生産）

●バイオマス由来製品の需要・市場

●石油削減効果や地域環境への影響

などを総合的に検討し，適正な規模やシステム

を決定する必要がある。バイオマスタウンは必

ずしも市町村単位での運用が望ましいわけでは

なく，既存の枠組みにとらわれない柔軟な計画

立案が大切である。

本実証研究の対象地域である山田町は，利根

川下流域である千葉県北東部に位置し，水田・

畑地と林地が広がる人口約11,000人，世帯数約

3,000戸，総面積5,154haの農村である。農家戸

数は1,196戸と全世帯の約40％，農用地は2,413ha

で総面積の47％を占めている。農業は，米と野

菜の複合経営と畜産業が盛んである。

バイオマスに関係する基礎情報は表1－2の

とおりである。バイオマス利活用の現状を含む

バイオマス多段階利用の
地域モデル3

る。バイオマスタウンでは，地域で発生するバ

イオマスを，主としてその地域で必要とされる製

品へと変換し，その地域で消費して可能な限り

循環利用する。また，同時にそれらのバイオマ

スからエネルギーも取り出して，「モノ」づくりと

バイオマスの「収集・輸送」に利用し，余剰の出

る場合には地域エネルギーに補給することも視

野に入れる。このようなコンセプトに基づき，バ

イオマス利活用が計画されている地域が，真の

バイオマスタウンといえる。

バイオマスの「分散型」利用というとらえ方に

は注意が必要である。一般的に，バイオマスは

広く薄く存在しているため，分散型の利用が好

ましいといわれている。なぜなら，広い地域か

ら原料となるバイオマスを集めるためには，大

きなエネルギーが必要となるからである。しか

し，工業プロセスの原則として，小規模での生産

は，エネルギー効率が低くなる。すなわち，同じ

量の製品を得るために必要なエネルギー（コスト）

が増大することから，この意味では，できるだけ

大量生産を行う方が有効であるといえる。したが

って，バイオマスタウンは，この相反する両面を考

慮して設計されなければならない。具体的には，

●バイオマスの発生地点の分布およびそれぞ

れの地点での発生量

家畜�

脱硫�

イオウ回収�

コジェネレーション�
補助燃料（プロセス内）�

メタン発酵� バイオガス� メタン� 天然ガス�
ラインへ�

一般運輸�
�

バイオマス収集・輸送燃料：8万Nm3-メタン�

熱回収�

吸蔵�

メタン車両�

飼料米生産�

工業米生産�

稲作（水稲）�

排せつ物�

消化液�

稲わら・もみ殻�

炭化� 水蒸気爆砕�

稲わら・もみ殻�

炭化物�

残さ（固体）�

発酵乾燥�

タール�

酢液�

メタン分離（PSA）�

低分子化→フェノール類�

フルフラール類�

酢酸�

糖類�

精油�

豚： 51,000頭�
牛： 2,800頭�

濃縮液肥�
窒素・リン回収�

Ｎ： 1,020t�
Ｐ： 340t�
�19万m3

加熱�

乾燥�

液肥�

堆肥�

土壌改良材�

適正量の農地還元�

資源作物�

コメ生産量�6,000t

補助燃料（ウッドチップあるいはメタン・プロパン・重油・灯油など）＋ 購入電力�

9,200t 

マテリアル利用�

35万GJ

1,500t as Ｃ�

1,500t as Ｃ�

セルロース原料�
4,900t-dry

Furfural:  98 t�
5-HMF:  148 t

工業原料�

98t

100t

70t
8.2万GJ

予熱�  
43万GJ

1万t-dry

318万Nm3�

2,300t = 11万GJ

4,500t = 12.6万GJ

75％を利用 → 7,000t 

微分化固体�
（粗繊維）�

バイオガスプラント�

Bio

残さの有価物化�

ボイラー�
（スチーム/電力）�

8万GJ

図1－3 山田町全体を想定したバイオマス変換によるマテリアルとエネルギーの流れ 12）

面積�

森林面積�

耕地面積�

水田�

普通畑�

樹園地�

牧草地�

農作物作付面積�

人口�

農家人口�

稲�

麦類�

かんしょ�

豆類�

果樹�

野菜�

工芸農作物�

飼肥料作物�

その他作物�

5,154ha（51.54㎢）�

1,530

1,300

1,010

17

2

ha

ha

ha

ha

ha

1086

1

402

81

16

ha

ha

ha

ha

ha

387

26

35

116

11,249

ha

ha

ha

ha

人�

5,937 人�

合併浄化槽（集排を除く）　　�

単独浄化槽（し尿のみ）　　　�
生活排水処理�
区分別人口�

屎尿処理場�

農業集落排水�

し尿自家処理�

一般廃棄物ごみ量（し尿を除く）�

家畜飼養頭数�

木材生産量�

間伐材量�

乳牛（搾乳牛）�

乳牛（2歳未満）�

肉牛（雄2歳以上）�

肉牛（乳用種）�

種おす豚�

肥育豚�

採卵鶏（6ヶ月未満）　�

採卵鶏�

食品産業製品出荷額�

6,264

1,715

　　　　724

1,395

730

人�

1,279 人�

人�

人�

人�

t/年�

1,042

201

1,004

495

6,422

頭�

頭�

頭�

頭�

頭�

40,065

136,130

596,252

1,125

690

羽�

羽�

羽�

ブロイラー� 70,900 羽�

百万円/年�

㎥/年�

570 ㎥/年�

注：入手した最新データより作成。統計データの年度の違いにより合計が合わない場合がある。�

表1－2 山田町のバイオマスに関係する基礎情報
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