
ギー生産の効率化だけに集中していると，窒

素・リン・有機物の循環を含む農業生産，土壌の

持続性に問題を生じる危険性があるので，注意

が必要である。

（4）農作業技術体系の見直し

①資源循環型農業を支える作業技術の整備

バイオマス再生資源として，堆肥・液肥・土壌

改良材・酢液の製造量が増加すると思われる。

マニュア・スプレッター，インジェクト方式の液肥

散布機，ペースト肥料散布機等が普及している

が，用途拡大と環境保全に資する施用方法の促

進が期待される。また，作業機械自体もバイオ

マス再生資源であるメタン・BDFを燃料とする

ことが望ましい。

施肥設計にも役立てたいと考えている。

（3）輸送用バイオ液体燃料の製造と利用

バイオ液体燃料の製造と利用が国策として表

明されてきた。生成物は，エタノール・メタノー

ル・BDF等である。原料バイオマスは，林地残

材・資源作物・廃食油等となる。バイオ燃料と

しては，メタンガス・水素も有力である。これら

を円滑に運営するためには，生産，収集・運搬，

変換（前・後処理を含む），貯蔵，利用，廃棄物

処理の各段階をどの機関がどの場所で担うかを

整理し，求められる環境負荷排出制限条件下で，

全体としての効率向上を達成する必要がある。

資源作物からのエタノール生産を念頭においた

場合の評価の視点2）を図4－2に示す。エネル

２）清水夏樹・柚山義人：バイ

オマス利活用における資源作

物生産の評価視点，農業土木

学会資源循環研究部会要旨

集，pp.87-94，2006
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してのバイオマスから資源の回収を進めたとし

ても，河川への直接放流には適さない濃度の排

水が発生する場合には，農業集落排水施設との

連携などを検討する必要がある。

アグリ・バイオマスタウンを意識して，システム

化を着実に機能させるためには，次のような施

策が必要である。

●地域のインセンティブ確保が不可欠である

ことから，バイオマス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。

●再生資源の需要の時期的変動に対応するバ

イオマスリファイナリーシステムを構築する。

●メタン発酵消化液については，液肥化にお

ける低コスト化・高付加価値化，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。

●液肥の利活用に当たっては，土壌・作物の

モニタリングを通して，安全性の確保・環境

負荷の低減を図る体系を整備する。また，

日本型GAP（適正農業規範）の導入を推進

する。

●LCC（ライフサイクルコスト）最小化のための

効率的な運転管理手法を開発する。

システム化は，最低限必要なこと，より理念に

近づけるために行うことに分けて考えると良い。

以下では，いくつかの観点から，あるべき姿に

向かうべく，バイオマス利活用のシステム化につ

いて考察する。

（2）環境保全型農業の推進

環境保全型農業の推進には，土壌・農業生産

の持続性が前提となる。図4－1は，適切な物

質循環の維持増進を進めるために，物質循環モ

デルに持続性評価を組み込もうとするイメージで

ある。バイオマス再生資源である液肥や堆肥の

（1）システム化の考え方

バイオマス利活用には，次のような意味合い

のシステム化が重要である。

●個々の要素変換技術において，前後処理を

含むトータルシステムをつくる。

●要素技術を組み合わせて，より有用な物質

やエネルギーを，化石資源を極力使わず，

環境負荷・最終処分量を小さくする方法で

生成する。

●原料バイオマスの供給量・再生資源の需要

量，それらの時間・空間分布のバランスをとる。

●トレードオフ問題（性能・ライフサイクルコス

ト・環境負荷）に折り合いをつける。

●原料バイオマスの生産（発生）・収集・貯

蔵・変換，再生資源の貯蔵・利用・廃棄を

適切に組み込む。このための組織体制を確

立する。

●複数の現行制度について，資源循環促進の

観点から不備を是正する。

また，システム化を時間軸で見ると，次のよう

に，PCM（プロジェクト・サイクル・マネージメン

ト）を着実に実行するということになる1）。

●計画 ⇒ 事業実施 ⇒ 管理運営 ⇒新たな計　

画

●製品のユーザー ⇒ バイオマス施設 ⇒ 製

品のユーザー

●社会・施策 ⇒ 技術開発 ⇒ 事業・経済 ⇒

社会・施策

バイオマスの多段階利用は，システム全体が

順調に動くと理想的である。一方，システムは必

然的に複雑となり，バッファー機能のある施設整

備と関係者間の信頼関係が重要になる。原料と

システム化技術1

１）高橋順二：バイオマスタウン

構想実現のためのシステム整

備技術，Techno Innovation，

16(3)，STAFF，pp.18-23，

2006
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Chapter 4
課題と展望

これまでの実証研究で見えてきた

課題と展望についてまとめました。

新しい戦略や構想も少しだけご紹介しますね。
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注：原図は清水夏樹が作成。�

図4－1 持続性評価を含む物質循環モデルのイメージ
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合があり，全国画一のやり方を適用しようとする

と，それぞれの地域の創意工夫で芽生えつつあ

る構想や取り組みを踏みにじりかねないという

側面もある。バイオマス利活用の推進が，諸手

続きの遅れによって頓挫する事態は，避けたい

ところである。

バイオマスの利活用を進めようと思う者にとっ

ては煩わしさを感じる諸手続きであるが，基本

的に現行法制度は必要なものである。法規制は，

「悪いことから国民や環境を守る」ことを第一に

考えており，この原則は守らなければならない。

一方，「バイオマスから人間や自然界にとって有

用な資源をつくり出す」という観点から見ると，

歯がゆい点も多い。おおよそ世の中に受け入れ

られると思われるバイオマス利活用の推進に際

しても，該当の可能性が定かでないものも含め

て検討すると，手続きに2年以上の時間を要する

といわれている。スケジュールをしっかり組む

ことが重要である。バイオマス利活用に関する

法制度の整備には，新たな制度設計や現行法に

おける諸手続きの簡素化が必要であると実感さ

せられる。現段階では，早期にバイオマス利活

用システムの詳細を詰め，担当部局に相談し，

前向きな助言を得ることが最善と思われる。

現行法制度の改正を提案するに当たっては，

それがおよぼす正負の影響をさまざまな角度か

ら分析する必要がある。これには，実証研究を

通した経験からの発信が説得力を持つと考えら

れる。また，法律専門家から協力を得ることも

不可欠である。現行法制度の下でも十分に機能

を発揮できる安全・安価・高効率の技術開発は，

同時に進めるべきである。良い技術が開発され

認められると，法規制の適用が緩和されるとい

う側面もある。

地域再生制度などを活用したバイオマスの利

活用の促進は，従来の全国一律の規制から地域

特性に応じた規制への方向転換の動きもあり，

検討価値が大きい。新しいやり方の試験は地域

限定となるが，構造改革特区を申請し，認めら

れれば実施できる可能性がある。場合によって

は，国家プロジェクトが支援する形で進める価

値がある。同時に，循環型社会形成推進基本法

の理念に基づき，種々のハード事業に対する新

たな制度設計が待たれる。これについても，法

し，ユーザーの視点で実用化に向けて真に

必要なことに精力をさく。

●社会システムづくりの啓発・誘導（実践・教

育を含む，世論形成）。

●グローバル（地球・国）とローカル（地域・ほ

場）レベルでの問題解決戦略を，個々につ

くる。

●動ける人材の自主的なネットワーク構築。

バイオマス利活用の推進を加速化するために

は，誰が何をするか（すべきか）を明らかにし，

具体的アクションを広める必要がある。バイオ

マス・ニッポン総合戦略は，その司令塔である。

「バイオマス環づくり交付金」4）のソフト事業や，

NEDOの「地域新エネルギービジョン策定等事

業」などを有効活用すると良い。行政担当部局

には，税制を含む法制度の整備が期待される。

民間コンサルタントやプラントメーカーは，ユー

ザーの立場に立って末長く地域と付き合う姿勢

を，より強く持つべきである。公的研究機関は，

競争的資金獲得の必要性に迫られている。新た

な連携により，社会技術となり得る成果の創出

に努めるべきである。

本節では，地域においてバイオマス利活用を

進める上でかかわってくる制度について述べる。

本実証研究で実施してきた諸手続きについて

は，Data第4節で紹介している。法制度に基づ

く種々の手続きは，極めて煩雑である。その方

法は各々のバイオマス利活用システムによって

異なり，必要な手順を明確に示している資料は

筆者の知る限り見当たらない。何の法規制に該

当し，どのような手続きが必要かについては，解

釈・運用による違いなどもあり，その影響力と責

任が重いことから，明記しづらいと推測される。

筆者が委員として参加しているいくつかのバイ

オマス関係の委員会などにおいても，手続きに

関する詳細な手順整理の必要性は共通認識とな

るが，行政担当部局からの提示にはいたってい

ない。現時点での運用が地域によって異なる場

社会制度2

４）2007年度からは「地域バイ

オマス利活用交付金」となる。
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性の向上が目標とされてきた。評価軸が，環境

保全や資源循環にシフトしているのに伴い，作

業技術の分野においてもLCA手法を採用して，

LC-エネルギー消費量，LC-CO2排出量，LCC（ラ

イフサイクルコスト）を算出し，技術の評価を進

めるべきである。

⑤ビジネス意識の改革

農作業機械は，稼動時間が少ないのに耐用年

数が短いという指摘がある。専用化した機械は

台数が出ずコストが割高ともいわれる。いわゆ

る「機械化貧乏」の悪循環である。農業の後継

者不足が必然である今，農業生産法人のような

組織的な営農体制の一層の拡大が求められてい

る。

バイオマス利活用の加速化のためには，次の

観点が大切であると分析している。

●強力な政策による誘導（制度設計）。

●技術開発においては，開発目標年次を意識

②精密農業による環境保全への貢献

梅田3）は，メタン発酵消化液の利用を「精密農

業」という概念で進めようとしている。センサー

を用いたモニタリングにより，効率的な施肥を目

指すものであり，先取り技術として注目される。

③基盤整備技術との連携

ほ場均平は，節水につながり，環境保全に貢

献する。資源作物の周年栽培に当たっては，排

水制御が必要になる場合がある。また，ほ場は，

原料バイオマスの収集・搬出，バイオマス再生

資源の搬入，一時貯蔵および散布が容易な構造

であることが望まれる。バイオマス利活用促進

のための基盤整備技術と作業技術は一体的に

検討すべきである。耕作条件の不利な地域での

作業体系も考えておくべきである。

④LC-エネルギー消費量，LC-CO2排出量，

LCCの算出による評価

従来の農業は，土地生産性の向上・労働生産

３）梅田幹雄：メタン発酵消化

液の水田用液肥としての利用

研究プロジェクト，農業機械学

会関西支部報，97，pp.34-37，

2005
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待っている感がある。

たとえば，山田町で，「現在，廃棄あるいは未

利用のバイオマスは○○ｔである。処理経費が

○○万円かかっている。バイオマス利活用を進

めると，この経費が削減される。さらに，バイオ

マスを有効利用することによって付加価値が付

き，○○のようなビジネスチャンスができ，○○

万円規模の利益が生み出される。」など，費用対

効果が高く，夢のあるストーリーを描けという宿

題が出たとする。いや，この宿題は，2005年9月

に，緊急回答要請につき細かい分析は不要であ

ることから大胆な試算をせよ，ということで実際

に出された。その際に提出した筆者によるレポ

ートは，次のようなものである。当時のものに，

若干加筆している。

山田バイオマスプラントの変換能力は，山田町

の原料バイオマス発生量（年間約20万ｔ）からす

ると，約1/100の5t/日規模である。原料バイオ

マスの種類は，牛ふん尿・食品加工残さ・もみ殻

などの作物残さ，製材所の残材等である。基本

的に，これらは現在低利用であるにしても，法律

に反することなく処理されている。これらバイオ

マスを積極的に利活用するための変換経費が，

現在の処理経費より，大幅に安くなるということ

は考えにくい。むしろ，現時点では，人件費を含

むプラント運転経費や建設費を含む総コストは，

適用技術の高度化により高くなる可能性もある。

開発しているバイオマス多段階利用システム

によりもたらされるのは，外部不経済の解消（少

し水質が良くなる，温室効果ガス発生量が減じ

られる），多面的機能の発揮（農村地域の活性

化・絆の深まり・新産業創出・有機農産物の生

産・環境教育・食育活動に参画することの喜び

など），そして，販売できる可能性のある製品や

燃料の製造である。最初の二つは重要であるが，

ビジネスモデルとしては組み込みがたい。たと

えば，温室効果ガスの削減については，CO2換

ビジネスモデル3

は，規制緩和の実現が期待される。

本Chapter第１節で，原料としてのバイオマス

から資源の回収を進めたとしても，河川への直

接放流には適さない濃度の排水が発生する場合

には，農業集落排水施設との連携などを検討す

る必要があると述べた。技術的には特段の問題

はないと考えられる。しかし，事業制度に基づ

く事業実施の合意形成方法や資金負担方法の違

いから，合意にいたったとしても煩雑な手続が

必要になるといわれている。

本研究では，メタン発酵消化液を有用な農業

生産資材に変換し，利用することを目指している。

各種液肥を販売する場合には，「肥料取締法」の

適用を受けることになる。このため，本実証研

究では，3種類の液肥について，生産業者届を

提出した。外国へ輸出する場合の手順把握が課

題である。

近年では，食の安全・環境保全の重要性が，

消費者のみならず生産者・流通業者にも強く意

識されるようになり，トレーサビリティー・

HACCP・適正農業規範6）・農業環境規範7）への

取り組みが進みつつある。田上は，「Safety as

minimum requirement; quality, price and

service for competition」という表現をした8）。

これらとのかかわりについても，十分に検討して

いく必要がある。

劣悪な技術や不適切な業の進入を排除しつ

つ，資源の有効利用・省エネルギー化・環境保

全・環境教育・地域の活性化につながる取り組

みが円滑に展開できるよう，制度が点検・整備さ

れることが期待される。本実証研究を進めるた

めの諸手続きについて協議を行った際，担当部

局の方々は，実証研究の目的・意義・方向性を

支持してくださった。さまざまな立場の人や現場

とかかわっている担当部局の担当者こそ，現行

法制度の必要性や内部矛盾を一番ご存知なは

ずである。担当部局の担当者・メーカー技術

者・研究者・現場担当者・法律専門家を交えて

の議論の場が設定されれば，良い方策が浮かん

でくるのではないだろうか。制度の変更や新設

にかかわる検討は，閣議決定や関係する省庁の

大臣の指示などによる大方針の決定を原動力に

しないと，実現が難しいと思われる。実際，必

要性は認識されていることから，大きな号令を

６）農林水産省消費・安全局：

「食品安全のためのGAP」策

定・普及マニュアル（初版），

17消安第654号，2005

７）農林水産省生産局：環境

と調和のとれた農業生産活動

規範について，16生産第8377

号，2005

８）Ryuichi Tagami：Propaga-

tion of EUREPGAP in Japan

and the Development of

Japan Good Agricultural

Practice(JGAP), Proceed-

ings of International Seminar

on Technology Development

for Good Agriculture Prac-

tice in Asia and Oceania,

National Agriculture and Bio-

oriented Research Organi-

zation, National Agricultural

Research Center ＆ Food

and Fertilizer Technology

Center for the Asia and

Pacific Region, pp.98-108,

2005
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せ，液肥を得て，大地に還元する環（サークル）

を構築したことは非常に有意義である。和郷園

では，このプラントを“おらがプラント”と意識し

ている人が多い。しかし，このプラントのマネー

バランスから見れば，独立採算は困難なのが実

情である。将来このプラントが香取市（和郷園）

に譲渡されるのであれば，独立採算をとれるプ

ラントであることが求められる。その時に備えて，

リサイクルセンターを持つ和郷園グループの１社

を，食品リサイクル法で定める「登録再生利用事

業者」とする構想を持っている。本プラントをリ

サイクルセンターと一体化して運用する考えであ

る。しかし，現時点では，廃棄物処理法の一般

廃棄物・産業廃棄物の届出が煩雑で，時間がか

かっている。消化液を農業の現場で使いきり，

真の持続的なバイオマス利活用を実現したい。」

バイオマス由来のメタンガスを燃料として用い

る場合には，「高圧ガス保安法」の適用を受ける

場合が多い。この法律は，高圧ガスの製造・貯

蔵・販売などにかかわる公共の安全性を確保す

るために制定されたものである。バイオマス多

段階利用システムのように，複数のプラント・装

置を連動させてバイオマスの変換を行う場合に

は，どこまでが高圧ガス設備と見なされるかに

よって，設備投資や運転管理における人員配置

などが大きく変化する。安全第一の原則を貫き

つつ，限りなく安全が保障できる技術に対して

律専門家の協力が不可欠である。NPOなどか

らの提言も，十分に活用すべきである。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃

法）」における位置づけには，悩ましいものが多

い。図4－3は，バイオマスにかかわるモノの流

れを示したものである。相対的ではあるが，実

線はいずれかの当事者による直接的な移動を，

点線は流通がかかわる移動を示している。畜産

施設からのふん尿の排出には，「家畜排せつ物

の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

（家畜排せつ物法）」がかかわってくる。食品工

場などからの排出には，「食品循環資源の再生

利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」

がかかわってくる。バイオマス変換プラントが原

料バイオマスを処理委託料を徴収して受け入れ

る場合は，明らかに廃掃法の適用を受け，輸送

や貯蔵もその範疇に入る。このため，流通にも

留意する必要が出てくる。原料バイオマスを有

価で購入する場合は，適用外となる。また，技

術的に問題がなくとも，一般廃棄物と産業廃棄

物を同一経路で受け入れることはできないとさ

れている。さらには，規模の要件がかかわってく

る場合もある。

山田バイオマスプラントの阿部場長は，2006年

12月に次のようなコメントを伝えてくれた。「和郷

園が本実証研究に参加し，野菜くずを未利用有

機性有価物として使用し，バイオガスを発生さ

５）柚山義人・中村真人：バイ

オマスの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，pp.37-51，2005
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（例：飼料化・堆肥化・�
メタン発酵・炭化）�

バイオマス変換プラント�

（例：農地）�

再生資源利用・（原料バイオマス供給）場所�

処理という位置づけ�
（中間処理業）�

再生資源の製造という�
位置づけ�

農
作
物�

最終処分場所�

廃棄物�
飼料・敷わら�

＜処理委託料＞廃掃法　�

＜ゼロ＞輸送・貯蔵・流通の担い手，経費負担元は？�

＜有価での原料購入＞�

（例：畜産施設）�

原料バイオマス供給・（再生資源利用）場所�

（例：食品工場・マーケット・家庭）（一廃or産廃）�

原料バイオマス供給・（再生資源利用）場所�

畜産物�

飼料�

ふん尿�

工業製品�

残さ�

堆肥・液肥�

残さ・ゴミ�

図4－3 法規適用の複雑性 5）

高圧ガス保安法に基づくガス
充填設備
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いくことが望まれる。このためには，農業土木・

作物・土壌肥料・農業経営・畜産・食品・変換技

術を開発する工学等分野間の連携が不可欠で

ある。

メタン発酵と堆肥化は，地域によって使い分け

るべきである。メタン発酵については，消化液

の需要が大きく，堆肥化に比べて窒素やエネル

ギーの回収率が高いという優位性を発揮できる

地域を中心として技術をみがき，場合によっては

他の技術と組み合わせて，利活用のための社会

システムを構築していくことが期待される。農村

が豊かになり国土を支えていくという農村振興

の視点は，常に意識しておく必要がある。

消化液をさらに変換して利用するには，図4－

4に示す方法が考えられる。

●Ｎ・Ｐ・Ｋを物理・化学処理により，固体また

はペーストとして回収する。メタン発酵で生

成する余剰エネルギーが利用できる場合，

あるいは，近隣に大量の余剰エネルギーが

ある場合には可能性が出てくる。

●濃縮液肥を製造する。輸送や長期間の貯蔵

を考えると，濃縮度は高い方が良い。濃縮

技術である。設備コストが比較的高いこと，残

さと排水の処理が負担となることなどの問題は

あるが，家畜排せつ物法・食品リサイクル法など

の施行もあり，今後も我が国のバイオマス利用

可能量のほぼ半分を占める含水性バイオマスの

エネルギー利用法として，導入が進められると

考えられる。

（2）研究開発戦略12）

メタン発酵技術を農村地域に適用する試みは

過去にも行われてきたが，定着にはいたらなか

った。消化液の利活用は，地域における資源循

環と農業を結びつけた計画なしには成立しな

い。関係者・関係機関は多岐にわたる。利活用

の全体システムが適切に設計・運営されると，新

しい農業体系の構築・廃棄物量の減少・環境負

荷の軽減が図られる。消化液に関する調査研究

は，この5年くらいで重点的に進められてきた。

一部地域では，牧草だけでなく，畑作や水稲作

での利用も始まっている。今後5年くらいで，消

化液の品質確保のもと，さまざまな用途での施用

基準が定められていくこと，経済性が追求されて

12）柚山義人・中村真人・山

岡賢：メタン発酵消化液の利

活用技術，農業土木学会論文

集，247，pp.119-129，2007
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施設規模の増大に人件費の増大が比例しない

ことから発揮できると思われる。直感ではある

が，山田バイオマスプラントの10倍規模くらいで

事業を組むのが良いのではないだろうか。

鍵を握っているのは，夢があるものの現時点

で最も苦労しているメタン発酵消化液から濃縮

液肥を製造する技術開発である。ビジネスモデ

ル作成に当たっては，自治体・プラント運営組

織・地球市民など，誰に利益をもたらすことを想

定して試算するのかを明らかにしておく必要が

ある。詳細な解析は，経済・環境統合勘定10）

に期待したい。

算で1ｔのC当たり4,000円などといった計算がで

きなくはないが，国内でのCDMは現実的ではな

い。したがって，ここではどんな収入がいかほど

期待できるかについて，大胆な試算を行う。プ

ラント側からみた都合の良い試算である。

●メタン燃料

98％メタンが60Nm3/日生成でき，全てを車の

燃料にすると，軽トラックは1,200km走行できる。

軽油の値段を70円/Lとし，20km/Lの車と比較

すると，約150万円/年分に相当する。天然ガス

と同等の価格である75円/m3 9）とすると，約160

万円/年分に相当する。

●濃縮液肥

メタン発酵消化液から施設園芸で利用可能な

濃縮液肥を，1日2m3製造できる。この単価は推

定しづらいが，仮に6,000円/m3とすると，約440

万円/年分に相当する。

●工業原料

過熱水蒸気式炭化プラントと水蒸気爆砕装置

で，工業原料を製造できる。製造量と販売価格

は推定しづらいが，仮に，40kg/日・200円/kgと

すると，約300万円/年分に相当する。

●原料受け入れ費

仮に，牛ふん尿を500円/tで4t/日，食品加工残

さを8000円/tで1t/日受け入れるとすると，約360

万円/年分に相当する。

●その他

山田バイオマスプラントを利用して，有料の見

学会・研修会を実施する。見学費・研修費・イ

ベント費で，少なくとも1人分の人件費相当であ

る約600万円/年を得たい。必ず，人材育成に貢

献できる。製造したメタン燃料で，とれたて農産

物を使ったバーベキューなどというのも楽しい

だろうと思う。子ども向けには，メタン燃料で動

くゴーカートを運転させてあげるというのも喜ば

れるだろう。ビジネスとしては，液肥等の輸送・

散布サービス，営農コンサルタント業務なども想

定される。システムをアレンジし，外国に売り込

んで収益につなげたい。見学者は昼食をとる。

地元のタクシー業者も潤う。100万円/年は町の

産業に貢献できる。

これら諸々で，年間経費約2,000万円を捻出で

きるかどうかというところである。スケールメリ

ットは，輸送経費に注意することが必要となるが，

９）キリンビール取手工場はバ

イオガスを21円/ｍ3で販売し

ている。つくば市にあるエコス

テーションでは天然ガスを75

円/ｍ3で販売している。
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エコステーション

（1）メタン発酵技術の位置づけ

メタン発酵は，歴史的に古い技術である。我

が国においては，し尿・下水汚泥を対象に，開

発・実用化されてきた。それ以外の有機性廃棄

物に関しては，原料を高濃度の状態で処理する

ことが可能となった1990年代後半より，処理対

象物に生ごみを加えた汚泥再生処理センターな

どのメタン発酵処理施設が建設されつつある。

メタン発酵処理は，原料の減容化・余剰汚泥

発生量の削減・メタンガスとしてのエネルギー回

収が可能といった効果がある。従来，厨芥
ちゆうかい

11）・

生ごみなど多くの有機性廃棄物の処理には，焼

却・埋め立てなどが行われてきたが，含水率が

70～80％以上あることから自燃できず，さらに，

混合燃焼においても焼却炉内の温度上昇をさま

たげ，ダイオキシン発生の原因となっている。廃

棄物を焼却しても，好気性生物処理をしても，メ

タン発酵を行ってメタンガスを回収し燃料にして

も，最終的な二酸化炭素発生量は変わらない。

ただし，メタン発酵ではメタンを生成するため，

プロセス全体の二酸化炭素排出量を削減でき

る。このことから環境にやさしいエネルギー回

収型処理技術であり，循環型社会のニーズに適

応しているといえる。

メタン発酵は，現在実用化されている唯一と

いって良い含水性バイオマスのエネルギー利用

メタン発酵消化液の
変換・利用技術4

利用�

消化液の直接利用�

消化液の変換�

農業用水・営農雑用水・�
集落排水処理施設・河川等へ放流�

家畜ふん尿�
生ごみ�
汚泥�

木質系�
バイオマス�

成分抽出（固体化）�
炭への吸水（固体化）�

濃縮液肥化�
成分調整液肥化�

メタン発酵�
消化液�

炭（土壌改良材・脱臭剤・調湿剤・防除剤・消化液吸水媒体・インテリア素材）�
　（固体燃料）�

酢液（工業原料・防除剤）�

熱・蒸気・電気（エネルギー源）�

排水(資源未回収液)

メタン(多種のエネルギー源：電気・熱・メタン燃料)

炭化�

変換エネルギー源�

一部�

一部�

一部�

図4－4 消化液を変換して利用する方法 12）

11）台所から出る野菜くずや，

食べものの残りなどのごみの

こと。

10）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），pp.186-196，

2006
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のままの形で利用を進めるべきである。

しかし，肥料は一年中いつも農地に施用でき

るわけではなく，施用できる時期が限られる。

また，単位面積当たりの肥料の施用量には上限

値がある。過剰な施肥は，作物の生育に有害で

あり，いわゆる「肥料焼け」を起こすなど，作物

収量の低下を招く。さらに，過剰な施肥では，作

物に吸収されずに，土壌に残留した窒素が降雨

（3）新たな変換技術開発の取り組み

消化液は，バイオマスがメタン発酵による分解

を経て残留した有機物，またバイオマスに元々

含有されていた窒素・リン・カリウムなどの肥料

成分を有している。このため，消化液は肥料と

して利用することが有望である。実際，消化液

の多くはそのまま農地に施用することで肥料とし

て役立てられている。消化液は，可能な限りそ
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この排水基準値は，水質保全等の強化の観点

から，今後より低い値に設定される方向に進む

と予測される。

●T-Nで400mg･L-1程度までしか回収・除去で

きないとする。

上記1,000人規模の集落排水処理施設での負

荷量としての受け入れ可能量は，約3m3･d-1とな

る。しかし，現実には高濃度の排水は受け入れ

がたいと思われる。

このことから，消化液の変換方法は，資源未

回収液について，再利用または別施設での最終

処理ができない排水を出さないシステムである

ことが重要であることがわかる。なお，温室効

果ガスを大量に排出する変換方法は，Ｎ・Ｐ・Ｋ

の回収率が高くても，現行の法規制上において

問題がないとしても採用しかねる。また，変換

のために化石エネルギーや強酸・強アルカリを

大量に使ったり，廃棄物が大量に生成されたり，

操作性が煩雑であったりする変換方法について

も採用しかねる。

消化液の利活用を進めるための研究の姿勢と

しては，生成される消化液を前提条件として受

け入れて何とか利用しようというアプローチと，

消化液の生成方法にも立ち入って健全な利活用

システムを追求しようというアプローチが考えら

れる。後者の場合，消化液を実際に利用する農

家，あるいは農業技術を支える各都道府県の農

業研究センター・農業改良普及センターなどが，

消化液の品質について注文を出すこと，研究者

側が着実な需要を確保するために注文を引き出

すことが重要である。研究の組織的推進という

観点では，自然科学と社会科学，農学と工学，産

学官が協力する必要がある。図4－5は，研究

を分野をまたいで横断的に進めるということを

意識して実施することが望まれる調査研究およ

び業務の内容をとりまとめたものである。具体

的な予算や人員配置（研究体制）を想定したもの

ではないが，これまで実施されてきた研究成果

を有効活用し，総合的かつ効率的に研究を進め

るための展望として示した。

には，膜分離・蒸発・減圧蒸留・アンモニア

ストリッピングなどの方法が考えられるが，

コスト・エネルギー的に成立させるための

技術開発や工夫が必要である。

●濃縮液肥を炭やその他の吸着剤に吸収さ

せ，自然乾燥等により固体として回収する。

このような方法により，環境負荷の最小化が指

向されるが，Ｎ・Ｐ・Ｋを100％回収することは不

可能であり，排水が残る場合についても考えて

おく必要がある。排水は，まず農業用水や営農

雑用水として利用できるかという可能性を検討

すべきである。直接放流，または水処理を経て

の放流の場合に，排水濃度別に考えられる排水

先と見通しは次のとおりである。

●排水を河川等へ直接放流するために，周辺

の河川や排水路の水質と同程度にする。

そのオーダーは，窒素を例にとると，T-Nで数

mg･L-1である。下水道の放流基準という考え方

もできる。懸濁物量（SS）や色度が問題になる場

合もある。これには相当の革新的技術開発が必

要となる。低濃度排水であっても，放流には所

定の手続きが必要である。

●農業集落排水（原水）の水質のオーダーとす

る。排水は農業集落排水処理施設で処理

し，地域の水循環に戻す。この場合，T-Nで

40mg･L-1程度となる。

たとえば，人間の生活廃水の原単位を1人当

たり0.3m3･d-1とし，農業集落排水処理で一般的

といわれている1,000人規模の施設で1割の余裕

があるとすると，30m3･d-1までは受け入れ可能と

なる。この量は，牛600頭分程度に相当する。た

だし，1割の受け入れによる原水全体のBODや

Ｐの濃度の変化が，生物学的窒素除去を含む農

業集落排水処理に与える影響に注意する必要が

ある。また，農業集落排水施設への接続には，

受益者の了解を含む事業制度上の手続きが前

提となる。畜舎の洗浄水などとしての利用であ

れば，このオーダーでも十分であると考えられる。

この場合には，その洗浄水の排水の水処理が必

要となる。

●水質汚濁防止法等による排水基準を満たせ

ば良いというスタンスに立てば，T-Nで120mg･

L-1（排水量が50m3･d-1以上の畜舎に対す

る基準）等となる。
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図4－5 消化液の利活用推進のための調査研究および業務 12）
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とに期待した。しかし，脱水ろ液を単純に蒸留

すると，水とともにアンモニアが蒸発し，蒸留液

に混入した（図4－9）。溶液からのアンモニア

揮発を抑制するには，硫酸などの酸性の薬品を

添加して，溶液のpHを低下させることが近道で

あるが，薬品の添加は先に述べたようになるべ

く避けたい。

そこで，次の○a および○b の操作を行う「減圧蒸

留方法：Simdcap法と命名」を開発した（図4－

10）。

○a 蒸留処理の初期は蒸留液の流出量が少ない

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）。

○b 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。蒸留終了後，蒸留器で濃縮さ

れた脱水ろ液（濃縮液）を回収する。

実験では，清浄蒸留液は脱水ろ液の約6割に

相当した。清浄蒸留液を放流することで脱水ろ

液を約4割に減量することができる。また，脱水

ろ液中の成分は，アンモニア濃縮液と濃縮液の2

つの液に分離して回収できる。アンモニア濃縮

液は主に窒素分を含有し，濃縮液は主にカリウ

ムおよびリンを含有している。農地施用に当た

っては，両液の混合割合によって，窒素とカリウ

ム等の割合をある程度調整できると考えられる。

今後は，アンモニア濃縮液および濃縮液の肥効

減圧蒸留処理による濃縮・減量方法14）～16）の

研究である。

消化液の固液分離は，通常凝集剤と呼ばれる

薬品を添加して行われる。消化液の固液分離方

法の見直しでは，凍結融解処理の適用を試みた

（図4－8）。凍結融解処理は，文字どおり「凍ら

せて解かす」処理であり，固液分離の古典的な

技術の一つである。エネルギー的に不利な点が

ありかえりみられなかったが，凝集剤を添加し

ない固液分離方法であり，この特徴を活用でき

ないかと研究に着手した。

蒸留処理は，蒸留水の生成などで利用されて

いる処理である。蒸留水の生成では，蒸留処理

を経て，清浄な水（蒸留水）を得ている。脱水ろ

液の蒸留処理でも，水分を清浄な状態で脱水ろ

液から分離し，脱水ろ液が濃縮・減量されるこ

14）山岡賢・柚山義人・中村

真人：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，

245，pp.125-126，2006

15）山岡賢・柚山義人・中村

真人：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，pp.27-38，2006

16）山岡賢・柚山義人・中村

真人：減圧蒸留によるメタン

発酵消化液ろ液からのアン

モニアの分離とろ液の濃縮，

農業土木学会論文集（投稿中）
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て取り扱わないといけない重量が100倍になり，

必要とされる貯蔵のスペースや輸送・散布の労

力も大きなものとなる（図4－6）。貯蔵のスペー

スや輸送・散布の労力を化学肥料と同様といか

ないまでも，消化液の濃縮・減量化を果たすこ

とは，貯蔵や輸送の効率化に直結する。

周辺に住宅がある農地では，消化液散布に伴

う悪臭発生が問題となることが懸念される。悪

臭対策は，農地への消化液の散布方法の改善が

有効な手段であるが，消化液の変換による対応

もあると考えられる。

さらに，消化液の需要の拡大や安定化を見す

えると，高品質な農産物を目指す高度な農業生

産現場に消化液を生産資材として受け入れても

らうには，肥料成分を調整可能にするなどの高

機能化も必要となる。

ただし，消化液の需要の拡大や安定化のため

に変換技術が有効であるにしても，変換技術が

あまり高度・複雑であると，コストがかかる上に，

主に農家や農業団体によって運営されるメタン

発酵プラントでは導入が困難になることも懸念

される（図4－7）。また，外部から新たに薬品等

を購入して添加するようなことも，薬品の取扱い

が農家や農業団体による運営に容易に受け入れ

られるかどうかという問題がある。また，地域

の資源循環を目指したメタン発酵プラントが，結

局外部から常に物品を購入しないと持続できな

いという本末転倒なシステムになりかねない。

本実証研究では，このような観点から，新たな

消化液の変換技術の開発にも着手した。具体的

には，消化液の固液分離方法の見直し13），およ

び消化液脱水ろ液（以下，「脱水ろ液」と記す）の

等により下流や地下水に流出し，水質汚濁を引

き起こす。

このため，メタン発酵プラントではほぼ毎日消

化液が生成されるが，消化液を散布できる時期

まで，メタン発酵プラントで消化液を貯蔵する必

要性が生じる。また，メタン発酵プラントの規

模・消化液の生成量によっては，メタン発酵プラ

ント近傍の農地だけでは施用量が過剰になり，

遠方の農地まで消化液を輸送して散布しなけれ

ばならないということも考えられる。

消化液の貯蔵や輸送の効率を考えると，消化

液は濃縮し減量化することが望まれる。窒素成

分を例にとると，消化液の窒素含有量は約0.2%

であり，化学肥料の代表的な窒素肥料である硫

安の窒素含有量は21%である。仮に農地10a当

たり20kgの窒素を施用する場合，硫安は約

100kgで済むのに対して，消化液では約10ｔが必

要になる。つまり，消化液では化学肥料に比べ

13）山岡賢・柚山義人・中村

真人：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，2 4 2 ，

pp.125-126，2006
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農地 10a

図4－6 消化液と化学肥料の農地施用量の比較
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図4－10 消化液脱水ろ液の蒸留方法（Simdcap法）
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る。図4－12・図4－13に，それぞれのイメー

ジ図を示す。全面施肥型は，マニュアスプレッタ

（堆肥散布車）とバキューム車の機能をかね備え

たものである。

④メタン発酵消化液濃縮装置

本装置の試作と試験は，農村工学研究所内で

実施する。この装置を用いた消化液濃縮の考え

方は本Chapter第4節（3）に基づくもので，これ

をラボスケールへ拡張することを目指している。

以上，①～④については，機会を設けて報告

したいと考えている。

これらにより，山田バイオマスプラントを中核とす

るバイオマス多段階利用モデルは進化する。願い

乳牛ふん尿�

食品残さ�
メタン発酵�

メタン発酵プラント�

濃縮液肥化�

堆肥舎（既存）�

ガス圧縮� メタン貯蔵�

メタン自動車�
（バイオマス輸送） �

物理化学処理�
(水蒸気爆砕)

工業原料�

堆肥�

低濃度水�
濃縮特殊液肥�
（N+K+α）�

(灌漑利用等)

水分�
調整用水�

固液分離�

炭化�
（固体燃料化用）�

炭化兼ボイラー�
(過熱水蒸気式)�
（工業原料化用）�

地域に散在する�
固体残さ�

製材残材�
間伐材�

稲わら�
もみ殻�
作物残さ�

液体�
燃料�

燃料�

燃料�

Bio

脱硫�

乾燥� 炭化物�低含水率の固体�

水蒸気�

耕種農業�

施設園芸�

熱�固体�

固体�

消化液�

液体�

作物�
残さ�

工業原料�N-K�
液肥�

固液分離�

発電�

畜舎�
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マーエネルギーシステム株式会社25KWエンジ

ンによるコージェネレーションを採用した（図

4－11）。熱は，メタン発酵槽の加温に用いる。

②減圧脱水乾燥装置

これまでメタン発酵再資源化設備として，RO膜

による濃縮を行ってきた（Chapter2第2節（3）参

照）。新たなオプションとして，減圧脱水乾燥装置

を導入する。本装置は，脱水ろ液を減圧下で蒸

留濃縮し，限りなく乾燥させ，減量化するものであ

る。減量により，貯蔵および輸送が容易になる。

③液肥散布機

液肥の利用を推進するため，全面施肥型（元

肥用）と畝
うね

間施肥型（追肥用）の散布機を導入す

特性を明らかにして，消化液の農地施用方法の

一つの選択肢として確立させたい。

消化液の農地施用は，メタン発酵プラント機器

群を支える工学と，農地・作物生産を支える農

学の境界といえる。メタン発酵消化液の変換技

術は，その境界に立ち工学的な手法を用いつつ，

農学的に受け入れられるものとする「和魂洋才」

ならぬ「農魂工才」が必要である。今後とも，こ

のような観点で，メタン発酵消化液の変換技術に

取り組んでいきたい。

本実証研究は2007年3月中旬まで継続される

が，本書では主に，2006年11月までの研究成果

を紹介している。本書は契約期間中に完成させ

る必要があり，残り数ヶ月の成果を盛り込む時

間的余裕がないためである。そこで，本節では，

2006年度後半に実施または実施を予定している

研究内容と，次期プロジェクトの構想を紹介する。

2006年12月から実施する研究内容は，次のと

おりである。

①メタンガス発電

本実証研究では，当初，発電を組み込んでい

なかった。新たな条件での多段階利用の試験を

行うために，2006年12月13日からメタンガス発電

を開始した。どのガス（60％メタンのバイオガス

か，精製した98％メタンガスか）を用いるか，規

模をどうするか，設置コストやメンテナンスも考

えてどのメーカーの機種をベースとするかなどを

比較し，結果として，98％メタンガスを用い，ヤン

今後の予定と
次期プロジェクト構想5

Chapter 4

102

図4－11 メタンガス発電装置

図4－12
液肥散布機
（全面施肥型）

図4－13
液肥散布機
（畝間施肥型）

乳牛ふん尿�

食品残さ�

メタ

濃縮液肥化�

堆肥舎（既存）�

堆肥�

低濃度水�
濃縮特殊液肥�
（N+K+α）�

(灌漑利用等)

水分�
調整用水�

固液分離�
液体�

施

固体�

消化液�

液体�

作物�

N-K
液肥

固液分離�

畜舎�

図4－14 バイオマス多段階利用システム（2006 年度後半版）
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●バイオエタノール生産のための地域に適し

た資源作物の導入と生産基盤技術開発

●マテリアル利用と組み合わせたバイオ燃料

製造トータルシステムの構築

●物流・経済・環境など多様な基準による地

域循環システムの評価手法の開発と評価

想定している。構想の概要を図4－15に示す。

基本的な考え方は，次のとおりである。

●地域のバイオマスを利用しエネルギー変換

とマテリアル変換技術を適切に組み合わせ

たバイオマスのカスケード利用と地域特性

を考慮した技術の総合化
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かどうかわからないが，筆者らの歩みの歴史と

して，ここに記す。「地域活性化のためのバイオ

マス利活用高度化によるシステム整備技術の開

発」という課題名での2006年10月段階の研究設

計である。新たに，施設園芸・農業機械・作

物・土壌肥料・農業経営などの分野との連携を

を込めて，背景を香取市にした多段階利用モデル

を図4－14に示す。Chapter2第1節に示した

2005年度～2006年度版と比べて見て頂きたい。

本実証研究のこれまでの成果と研究ニーズを

踏まえ，次期プロジェクトの構想を策定した。こ

の原稿を書いている時点では提案が表に出る
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【コラム 13】トリジェネレーション

●トリジェネレーションとは

CO2削減が叫ばれる中，発電時の排熱を利用することで総合効率を高

める「コージェネレーション」システムはCO2削減の有効な手段としてあらた

めて注目されているが，大阪ガス（株）では排気中のCO2も有効利用するコ

ージェネレーションの開発に取り組んでいる。このシステムはガスエンジン

などから発生する電気・熱・CO2の3つを利用することから，「トリジェネレーシ

ョン」と命名されている（図4－16）。トリジェネレーションはCO2の利用用

途により，農業用と工業用の2つに大別される。農業用トリジェネレーション

は，排気中のCO2を光合成による植物の生長促進に用いるものである。

工業用トリジェネレーションは，CO2を工業生産プロセスの過程で生じるア

ルカリ廃液に溶かし込み，「酸」として廃液の中和に利用するものである。

●農業用トリジェネレーション

大気中のCO2濃度は通常360ppm程度であり，これを700～1000ppmま

で上げる「CO2施用」で多くの農作物の収量が増加することは以前から知

られているが，コスト面などの問題から，日本ではあまり普及していない。一

方，農業先進国であるオランダでは，10年ほど前からCO2施用が広く普及

しており，寒冷で日照が不足することから，電気（補光）・熱・CO2が同時に

供給できるトリジェネレーションが多く用いられ，数千kW規模のシステムが

導入されている温室も珍しくない。しかし，これを日本に持ち込むには，栽

培規模・気候・エネルギーインフラの違いなど，多くの点でオランダとは条

件が異なるため，日本の施設園芸に合ったトリジェネレーションを開発すべ

く実証実験を行っている。

●バラ栽培における実証実験

花き類への適用として，300ｍ2のバラ栽培温室に，発電出力8.2kWのガ

スエンジン発電機を設置した実験を，食品産業技術総合研究機構花き研

究所と共同で実施している。

LPガスを燃料として発電された電気は，温室や実験設備で使用される

ポンプやファンの動力用として消費される。エンジンからの排熱は温水と

して回収され，地中配管を通って加温18）に用いる。排気中のCO2は触媒

による浄化装置を通って，温室内に施用される（図4－17）。

生長の速度は明らかに早くなっており（図4－18），収穫される花のサイズ

も大きくなる傾向にあることから，40％程度の出荷額増加が見込まれてい

る。

●葉菜類の栽培における実証実験

葉菜類では，みつば・チマサンチュで実験を行っている。システムは基本

的に前述のバラ栽培と同様だが，発電規模が5kWで，補光にも利用してい

ること，排熱の利用用途は加温だけではなく栽培パネルの殺菌消毒にも用

いていることが異なる。

みつばでの適用状況を図4－19に示すが，CO2濃度が上がるほど1株

当たりの収量が増加していることがわかる。また，収穫までの日数も10～

20％ほど短縮されている。チマサンチュでの実験も同様で，収量の25～

35％の増加が認められている。

商用系統�
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図4－17 実験システムフロー（バラ栽培）

図4－18
採花後40日でのバラの育成状況比較

図4－19
種まき後40日のみつば育成状況比較
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18）夏季は，吸収冷温水機を通して冷水に変換し，冷却用に用いる。
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図4－15 次期プロジェクト構想（2006年10月段階）

（1）より有用な変換システム構築に関する研究

バイオマス原料の変換によって生成される物質やエネル

ギー（再生資源）は，需要があって始めて価値が生じる。供

給されるバイオマス原料と再生資源の需要は，1年を通して

の季節変動が大きい。何をどういうタイミングで生産し，変

換し，利用すると，再生資源の価値が高まり，環境保全に

貢献できるかを探求する。具体的には，純度の異なるメタ

ン，濃度や成分の異なる液肥，工業原料・電気・熱などを，

需要に応じて生産するプロセスを構築する。この研究のた

めに，山田バイオマスプラントを活用する。

現在研究している固液分離とRO膜を用いた濃縮液肥生

産は，まだ手づくり段階である。このため，新しい発想での

実用濃縮技術を開発する。また，多段階利用で液肥ととも

に生成される炭化物などの物質を用いて，より有用な農業

生産資材（肥効と土壌改良効果をかね備えた肥料やペー

スト状肥料）を製造する。散布作業性向上試験や栽培試験

を含む。

メーカーなどによる開発技術の性能保証条件とユーザー

の要求とのギャップを分析し，コスト・効率・環境負荷・使

いやすさなど，さまざまな観点からの多段階利用システムの

精緻化を図る。

現在，メタン自動車として軽トラック・フォークリフト・構内

作業車があるが，軽トラックは高圧（12MPaでの充填）であ

る。今後の普及を考えると，1MPa未満の低圧ガスで公道

を走れる車両の開発が効果的である。このため，全体シス

テムを1MPa未満にし，高圧ガス保安法の適用を受けない

で済む自動車を開発する。特に，農作業機械のメニューを

増やす。

（2）再生資源を着実に利活用するための研究

多段階利用による生成エネルギーと液肥を効率的に利

用するシステムを開発する。病原菌や雑草種子対策，モニ

タリングを含む。

実用化・普及のために一歩踏み込んだ技術開発を行う。

再生資源の農地施用が，大気および水域への環境負荷

を高めないようにする。チャンバ付モノリスライシメータの活

用による動態解明を行う。さらに一歩進めて，対策技術を

考案し，効果を確認する。

（3）再生資源の新たな用途開発につなげる研究
①生成エネルギーの農業機械や民生利用（ボンベ方式）

「地燃料」としてのバイオガス（メタン）の利活用を進める。

車両などの燃料としてだけでなく，燃料容器をLPGタンクの

ように行き来させ，プロパンガスの部分的代替として民生

利用を行う。

②植物工場（施設園芸）の動力源としての活用

生成メタンを原料とする燃料電池を植物工場のLED（発

光ダイオード）の動力とし，重油依存の植物工場の生産コ

ストと環境負荷の低減を図る。また，その効果を定量的に

把握する。バイオマス由来のメタンを98％に精製して，燃料

電池を動かす。

（4）低コストエタノール生産のための資源作物の
生産・利用を組み込んだ資源循環手法の開発
多収量品種の飼料米や飼料用ソルガムを資源作物とし

て，粗放的・省エネ的・周年的に栽培する。また，このため

の基盤整備技術を開発する。これにより，効率的にエネル

ギー・工業原料の獲得を目指す。また，耕作放棄地を減らし，

農地を保全（風食・土壌浸食防止，有害物質除去）すること

にも貢献する。消化液を肥料として使用することにより，循

環の環に直接的に組み込む。製造されるバイオエタノールは

地燃料として，福祉乗りあいタクシーなどの燃料として使う。

（5）LCC最小化のための効率的な管理手法の開発
バイオマスの生産・収集・変換・貯蔵・利用をトータルに

とらえ，運転実績を踏まえ，管理・運営コストや労力の低減

などに資する成果をとりまとめる。

（6）研究成果を活かし着実に普及させるための研究
①多段階利用を進めるための計画手法の整備

組織・法規制の実施を含め，どのような手順で計画づく

りを進めるかを，研究の立場からとりまとめる。あるべき姿

を追求する。

③多段階利用による地域ビジネスモデルの構築

LCC（ライフサイクルコスト）解析，経済・環境統合勘定

の手法を盛り込む。マンパワーを評価する。

ユーザーごとのカリキュラムとテキストを作成し，研修を，

現場と教室で実施する。なお，この研究には，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（2003

～2005年度）も活用する。

⑤バイオマス多段階利用の理解・普及のための
研修・教育プログラムの整備

④バイオマスの積極的利活用を前提とした
農林畜産業の育成プログラムの作成

②バイオマス利活用を組み込んだ日本型GAP（適正農
業規範）の構築

③環境負荷軽減，環境保全効果強化のための再生資源
利活用に伴う動態解明と対策技術の開発

②再生資源（メタン発酵消化液・メタン燃料など）の
現場適用型の効率的な輸送・散布方式の開発

①メタン発酵由来の有機濃縮液肥を用いた
養液栽培システムの開発

④各種AMG（Adsorbed Methane Gas：吸着メタン
ガス）仕様自動車の開発

③ユーザーのメンテナンス性向上のための
多段階利用構成要素技術の精緻化

②メタン発酵消化液の農業生産資材化における
低コスト化・高付加価値化

①再生資源の需要の時期的変動に対応できる
バイオマス・リファイナリーシステムの構築

地域活性化のためのバイオマス利活用高度化によるシステム整備技術の開発

17）ガスをタンク内の吸着剤に吸着させ貯蔵する。省容量化に資し，取扱い性に優れる。
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