
マスで76.6％，未利用バイオマスで86.6％であり，

数字の上からいえば，目標の達成はそれほど困

難ではないと考えられる。

利活用率が80％以下であるのは，家畜排せつ

物，生ごみ，建設発生木材，林地残材，剪定枝

（植木・果樹等），利用可能な竹材である。

したものである。バイオマスタウン構想の公表

において求められる基準の一つとして，構想書

の内容が「域内に賦存する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

上の活用に向け，総合的なバイオマス利活用を

進めるものであること」があるが，「地区計画」時

点でのバイオマス利活用率は，廃棄物系バイオ

アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて
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より環境にやさしい農業を行う。たとえば，地域

の特産である甘しょ用のマルチをバイオマスプ

ラスチック製のものにすると，廃棄ビニール品を

減らすことができる。間伐材や建築廃材等は炭

化し，土壌改良材等として活用する。これによっ

て，廃棄物の量を減らすことができる。

休耕田を活用して栽培した菜の花や廃食油か

らはBDFを製造し，有効活用を行う計画も検討

する。遊休農地を解消し，休耕田等の新たな利

用価値を見出すという考え方である。

次世代を担う子どもたちのために，バイオマ

スにかかわる教育センターを整備するというアイ

デアもある。自然と調和のとれた環境の中で，

勉強・音楽・スポーツなどを行える場所を整備

し，バイオマスとはどのようなものか，これから

の環境をどう考えていくかなど，自由な発想の場

とゆとりある教育の場を提供し，幅広く子どもた

ちを育てる環境をつくっていきたいと考えてい

る。

（2）バイオマスがつむぐ人と空と大地の環

①バイオマス賦存量から見る利活用目標

山田町では，2004年3月に「山田町バイオマス

利活用地区計画」を策定するに当たり，関連する

住民を対象に詳細なアンケート調査を行い，地

区内のバイオマス賦存量および利活用の実態を

把握した。まずはその結果から，本町のバイオ

マス利活用の方向を探ってみよう。

i）高いバイオマス利活用率

表5－1は，2003年時点でのバイオマス発生

量，図5－1は，各バイオマスの利活用状況を示

ここでは，本研究の参画者によるバイオマス

タウン構想策定に向けての提言や想いを紹介す

る。各々の所属組織の公式見解ではなく，また

国が審査し条件を満たせば公表することにして

いるバイオマスタウン構想の様式や基準に合致

させたものではない。

（1）山田町時代の構想

山田町では，バイオマス利活用計画の構想づ

くり，バイオマス資源量の把握にあわせて，バイ

オマスに関する各種情報収集を行い，2004年に

「山田町バイオマス利活用地区計画」を策定した。

また，第4次総合計画の基本構想の中では，資源

循環型農業の実現を掲げている。ここでは，畜

産農家と野菜生産農家の連携により堆肥や液肥

の有効利用を行い，資源循環型農業の構築を図

ることで，消費者に安心で安全な農畜産物を提

供できるシステムづくりを，中長期的な目標とし

ている。

バイオガス（メタンガス）については，自動車燃

料はもとより，大型温室の電力源として，さらに

は，発電を行い家庭用燃料電池として有効活用

できるのではないかと考えている。まずは，公

用車のバイオガス自動車化を進め，町内での二

酸化炭素の削減ＰＲなどを行う。また，農業資材

にバイオマスプラスチックを使用することにより，

「やまだバイオマスタウン
構想」へのアプローチ1
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私たちの提言と想いを皆さんにお伝えします。
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活用が身近な環境の中で実施されることにな

る。都市部の子ども達にプラントの紹介ビデオ

を見せた時，ピットに牛ふん尿を入れるシーンで

「ウェーッ」という声が上がったという。家畜排

せつ物が単なる「汚いモノ」ではなく，大切な資

源だよということを伝えるには，どのようにバイ

オマスが利活用されているかを実感することが

重要である。山田町の児童・生徒を対象に，総

合学習などにおいて見学・体験を中心とした食

とバイオマスについて学習する機会を提供す

る。また，地域住民への広報活動として，バイオ

マスクイズ・バイオマス検定などを考案・実施

し，「山田町の子ども達は皆，バイオマスについ

てよく知っている」という状態になれば良い。バ

イオマスの利活用には，先進的な技術だけでな

く，昔から培われてきた技術・知恵も多く使われ

ている。プラントにかかわる技術者・研究者だ

けでなく，地域のお年寄りも子ども達の先生とな

る。バイオマスを通じて，地域内外での情報交

流が，活発に行われるようになるだろう。

そして，子ども達を「食とバイオマス大使」に

任命し，「バイオマスタウンやまだ」の姿を都市

部の子ども達に発信していってもらいたい。都

市部の子ども達は，農村風景を見ても畑にある

植物が何という野菜なのかもわからない。未来

世代を担う子ども同士の交流，その一端を担う

という責任意識が，郷土心を育てることにつな

がるだろう。

③地域外へのアピール

山田町は，その立地条件と多様な農畜産物生

産において，首都圏の台所に位置づけられる。

本項②でも述べたが，バイオマスタウンとして，

消費者に安心安全で健やかな食とのつながりを

アピールしていく必要がある。そこで，農産物を

通しての消費者との交流方策として提案するの

が，「バイオマスと食の環」探訪ツアー（図5－2）

の実施である。

山田町には，地元農産物を用いたレストラン兼

直売所の「風
ふう

土
ど

村」や観光農園など，農業関連の

集客資源がある。しかし，これらは個別に事業

展開されており，通過型観光施設であるため，

外部から訪れる人々にとって，地域としての「バ

イオマスタウンやまだ」が認識されにくい。一方，

「和郷園」では，消費者・生産技術・経営等に問

法制度等が未整備であることから，将来的な目

標とすることにして，まずは，現在地域内を走っ

ているコミュニティバスやタクシーでの利用を進

めていきたい。

車社会は，自ら車を運転しない高齢者や子ど

も達にとっては非常に不便な社会である。しか

し，農村部では採算性の低さから公共交通機関

の路線廃止や運行ダイヤの見直しが行われるよ

うになってきている。公的サービスとして実施さ

れているコミュニティバスや乗合タクシーの運行

を充実していくためにも，これら交通機関の利

用率を高めることが必要となる。そこで，バイオ

燃料で走るコミュニティバスやタクシーの利用に

対して，自家用車を利用した場合よりも減らせた

二酸化炭素の分だけ，バス乗車券にも使える地

域通貨（仮に「山田バイオマスポイント」とする）

が獲得できるというシステムにより，利用者の増

加を図ることなどを検討したい。

BDFをバイオ燃料とする場合には，各家庭か

ら出る廃食油を回収場所まで持って来てくれた

場合には，一定量ごとに「山田バイオマスポイン

ト」が獲得できるようにすれば，廃食油の回収を

低コストで行うことができ，コミュニティバスの

利用の促進にもつながる。二酸化炭素削減を目

的としたコミュニティバスの積極的利用や，BDF

原料となる廃食油を地域通貨と交換するという

取り組みは，岡山県津山市やNPO熊本県有機農

業研究会などで先行的に行われている。

ii）バイオマスブランド農産物の地産地消

バイオマスを利活用した農産物－山田バイオ

マスブランド農産物－を購入すると，「山田バイ

オマスポイント」が加算されるシステムを，山田

町を核とした圏域で展開する。現在，農産物直

売所兼レストランである「風
ふう

土
ど

村」では，売店で

の購入金額に応じてポイントが獲得できるカー

ドが利用されていることから，買いものをする

人にとってもポイント制は馴染みのあるシステム

である。バイオマスのエネルギーとしての利用

と農業面での利用の両方を，共通の「山田バイ

オマスポイント」で扱うことにより，バイオマス利

活用の多様性が認識しやすくなるのではないだ

ろうか。

iii）未来世代を育てる

山田町の子ども達にとっては，バイオマスの利
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る。「和郷園」の取り組みの一つとして，畜産農

家からのふん尿や農産物加工残さを原料とした

堆肥等を用いた自然循環型の農産物生産があ

る。単に土づくりに良いというだけでなく，定期

的に実施される各ほ場の土壌分析の結果から，

適正な肥料の投入が行われている。さらに，「和

郷園」では，農薬や資材利用などに関しても生

産管理基準が徹底されており，そのために消費

者の信頼を得，年々販売額を大きく伸ばしてい

る。

「堆肥等を利用する」だけでなく，その先のシ

ステムとなる「流通・消費システム」にどのように

つなげていくかが重要である。バイオマスの利

活用による農産物の「安心安全」や「健やかさ」

の基準を明確に示し，この地域の農産物がそれ

を達成・維持するためのルールを守っているこ

とを消費者に伝えていくことが必要である。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」に参画している研究機関では，消化

液やそれを原料とした濃縮液肥の効果や安全性

についての研究が進められている。さらに，被

覆材（マルチなど）や結束用のコードなどに，バ

イオプラスチック製品を導入するための研究も

実用化に向け進められている。これらの研究成

果を活用し，「和郷園」組合員だけでなく，地域

全体でバイオマスを利活用した農産物の生産基

準等の信頼度を高め，「山田バイオマスブランド」

を形成していきたい。

②バイオマスタウンの住民としての意識の醸成

地域住民に「環境や食とバイオマスの良い関

係」を理解してもらうことによって，バイオマスタ

ウン住民としての意識を醸成していきたい。そ

こで，身近な生活の中でバイオマス利活用を感

じられる環境（仕かけ）をつくっていく。

i）地域内でのバイオマスエネルギーの利用

山田町は，田畑や山林が広がっていることか

ら，いわゆる「車社会」である。この「車」の燃料

にバイオマス由来の燃料（プラントで精製された

メタンガスや廃食油から精製されるBDF等）を

地域内で積極的に使えば，「車社会」でもエネル

ギーの地産地消が実現でき，また，二酸化炭素

排出量を減らすことができる。ただし，一般的

な自家用車でバイオ燃料を利用するには，自動

車の燃料配管・機器の一部や燃料供給インフラ，

ii）山田バイオマスプラントの技術を活用　

家畜排せつ物の利活用については次項で述べ

るとして，それ以外のバイオマスの利活用計画

を考えてみたい。ここで，ポイントとなるのは

「山田バイオマスプラント（以下，「プラント」と記

す）」の存在である。本書の中で紹介してきたよ

うに，プラントでは，バイオマスのメタン発酵・液

肥化・炭化により，有用な再生資源を得ることが

できる技術が実証されつつある。そこで，プラ

ントを地域の「バイオマス再生資源化ステーショ

ン」と位置づけ，地域内でのバイオマスの利活

用を進めていきたい。

現在，生ごみは可燃ごみとして回収され，100％

焼却されている。建設発生木材の51.4％，剪定

枝の44.2％も，廃棄物として焼却処分されている。

また，林地残材や竹材は，収集・運搬にかかわ

るコストや労力が大きいため，利用されていな

い割合が高い。各家庭から発生する生ごみや地

域内に散在する建設発生木材・林地残材などの

木質系バイオマスを収集・運搬して，メタン発酵

あるいは炭化技術により，液肥や土壌改良材と

して利活用する。収集・運搬には，プラントで精

製したメタンガスを燃料とした自動車を使う。

iii）家畜排せつ物の堆肥等利用　

家畜排せつ物は，山田町のバイオマス賦存量

全体の92％（湿潤重量ベース）を占める。山田

町のような農村型のバイオマスタウンでは，利用

できる農地面積が広いことから，バイオマスの

農業的利用，すなわち堆肥・液肥など（以下，

「堆肥等」と記す）の肥料化が目指されることが

多い。しかし，家畜排せつ物が常時発生するの

に対して，堆肥等の需要時期は春と秋に集中す

ること，堆肥等利用にかかる労力・コストが大き

い反面，農産物の価格に反映されにくいことな

ど，積極的な堆肥等の利用が今後も進むとは考

えにくい。さらに，山田町では，農地への堆肥等

投入は地区によっては限界に近くなってきてい

る。環境保全的な側面からも，バイオマスの農

業的利用のみに頼ることは望ましくない。

一方，山田町では，堆肥等の効率的な利用を

望めるベースがある。山田バイオマスプラント

があることにより，メタンガス化・液肥化などが

実用化されていることもあるが，ここで注目した

いのは，「農事組合法人和郷園」のシステムであ
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つながり，このきれいな青い空をまもる。また，

大地にかえったバイオマスは，持久力のある土

をつくり，おいしい野菜の源となる。バイオマス

の利用を通じて，食を通じて，空と大地の環が

未来につながる。さあ，この山田の地で，身近

な大地からとれたものを食べよう，そして広い空

で星を眺めて未来に思いを馳せよう！

なお，この「バイオマスがつむぐ人と空と大地

の環」の項は，「和郷園」の木内代表・阿部氏の

他，多くの実証研究参画者や全国のバイオマス

利活用推進者との交流から導いたものである。

ある「和郷園」組合員や，本実証研究にかかわっ

た研究機関等の人脈を活用することができる。

また，線的な観光ルートだけでなく面としての

地域展開を図るため，景観にも配慮したい。季

節ごとに「バイオマスと食の環」にかかわるテー

マを設定し，山田町らしい景観を楽しめるドラ

イブコースをアレンジする。

山田町を訪ねて，まず感じるのは，空の広さ

である。そして，広い大地でさまざまな野菜が

栽培されている風景，それらの野菜は収穫され，

我が家の台所にやってくるのである。積極的な

バイオマスの利用は二酸化炭素の排出抑制へと

アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて
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態を用意する。現在実施されている都市生協と

の交流行事を反映した主婦層や子ども達向けの

農業体験や生産・加工現場の見学，バイオマス

関連分野の技術者・研究者が参集するバイオマ

スサミットの開催に加え，参加者の年齢層や目的

に応じたセミナーやシンポジウム，体験学習な

どと組み合わせ，食育や環境教育のベースとな

る場，あるいはLOHASなどの新たなライフデザ

インを体感するための場を提供する。山田町で

は，セミナー等の講師として，農業経営のプロで

題意識を持つ農業関係経営者等の見学を積極

的に受け入れ，その数は年間約1,000名に上って

いる。また，先進的な技術・知識を求めてプラ

ントを訪れる見学者は，開所１年余で2,000名を

超えた。そこで，これらの施設や組織をネットワ

ーク化し，「バイオマスと食の環」を巡る観光ル

ートを構築する。バイオマスタウンの視察ツアー

としては，岡山県真庭市の「バイオマスツアー真

庭」が先行的な取り組みであるが，山田町では

首都圏の消費者を対象にさまざまなツアーの形
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落花生の天日干し「ぼっち」� 府馬の大楠�

香取神社�

山田バイオマスプラント�

「バイオマスと食の環」探訪ツアー�

図5－2 「バイオマスと食の環」探訪ツアー資源

【コラム 14】バイオマスプラスチック

バイオマスプラスチックは，とうもろこ

し・ビート・コメ・食品廃棄物などに含まれ

るでんぷんや糖を用いて生成される「ポリ

乳酸」を原料としている。食器・鉢・生ご

み袋・各種の容器・ボールペンの外枠・農

業用マルチフィルムなど，通常のプラスチ

ックと同様に多様な用途で使うことがで

き，使用後は，微生物の力によって水と二

酸化炭素に分解されるのが特徴である。

現在，農林水産省は，国内にバイオマス

プラスチックを浸透させるために，「バイオ

マス生活創造構想事業（2004～2006年

度）」を推進中である。技術革新の目標と

しては，2003年度におけるバイオマスプラ

スチック原料（ポリ乳酸）価格が約500円

/kgと，石油由来の汎用プラスチック価格

の約４倍であることから，これを2010年ま

でに200円/kgにすることを掲げている。

バイオマスプラスチックは，農林水産省

（霞ヶ関）や千葉県庁の食堂で食器として

使われている。2005年に愛知県で開催さ

れた「愛・地球博」でも，循環型社会を象

徴する新素材として，一部のレストランで

使われ,注目された。

● 通常のプラスチック�

蒸留� 熱分解� 加工等�重合�
（化学反応）�

原油� ナフサ� エチレン・�
プロピレン�

プラス�
チック�

プラスチック製品�

● バイオマスプラスチック�

酵素�
分解� 発酵� 加工等�精製・�

重合　�

でんぷん� 糖� 発酵液� プラス�
チック�

プラスチック製品�

参考：岡山バイオマスプラスチック研究会ホームページ�

図5－3 バイオマスプラスチック製造の流れ
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である。バイオマスタウンの構想に当たって，山

田バイオマスプラントの技術を活用し，「バイオ

マス再資源化ステーション」をつくると，単独で

は高度な資源化プロセスを持つことが困難な中

小規模畜産業者からの家畜ふん尿の集中処理・

有効利用が可能になる。

山田バイオマスプラントを日量60ｔ規模へのスケ

ールアップを想定すると，発生するバイオガスは1

日当たり1,440Nm3となり，メタンとして860Nm3が

得られる。メタン発酵プラントを運転する際には，

メタン発酵槽の加温やポンプ・撹拌機の電力な

どが必要であり，得られたバイオガスで発電（コ

ージェネレーション）を行って，プロセス駆動の

エネルギーにすることが一般的である。山田バ

イオマスプラントで採用した5t/日規模のメタン

発酵プロセスは，発生するバイオガスでプロセ

ス駆動エネルギーが十分にまかなえる設計とな

っているが，スケールアップを行うと消費エネル

ギーはより低く抑えることができる。一般的に処

理量がｎ倍になると，消費エネルギーはｎ2/3倍に

なるといわれている。すなわち，処理量を12倍

の60t/日にスケールアップした場合，消費エネル

ギーは122/3＝5.2倍で済む試算となり，発生した

メタンの半分以下の投入で，プロセスが駆動で

きることになる。また，山田バイオマスプラント

の特徴である多段階利用システムの技術を活か

して，たとえば木材などの炭化を同時に行いそ

の廃熱を利用することで，さらにプロセス駆動に

消費されるメタンの量は低減できる。たとえば，

1日当たりメタン発生量の860Nm3が持つ発熱量

エネルギー収支がプラスであったとしても，必要

以上の収集を行うべきではない。このことに加

えて，全量を集めたとすると日量400ｔ近くの処理

を行うこととなり，現在国内で稼動している大型

施設，たとえば，北海道黒松内町の150ｔ，京都

府南丹市八木地区の86ｔ，熊本県山鹿市鹿本地

区の79ｔなど2）と比較して，現実的とはいいがた

い規模となってしまう。もちろん，家畜ふん尿は

すでに堆肥化などが現状でも進んでおり，実際

には発生量の全てがメタン発酵プラントへ持ち

込む対象になるとは考えられない。しかし，堆

肥需要量の頭打ちや地域エネルギーの確保など

の動きから，将来的には堆肥化よりメタン発酵へ

と転換されていくであろうことも念頭に置き，地

域全体の問題として，この大量の家畜ふん尿を

どのように取り扱っていくかが，メタン発酵プラ

ントを軸とするバイオマスタウン計画の重要な

要素となる。

実証研究を行ってきた山田バイオマスプラント

におけるメタン発酵の規模は，日量5ｔ程度の家

畜ふん尿を処理できる設計となっている。これ

は実証研究としての設定であるため，バイオマ

ス多段階利用システムとしては規模が小さく，効

率を度外視した設計を余儀なくされている部分

もある。しかし，メタン発酵の部分だけで考える

と，実用的な小規模バイオガスプラントとして運

用可能な規模である。実証研究で対象とした乳

牛の場合では，約100頭のふん尿を受け入れる

ことができる。そこで，日量5ｔ以上発生する事業

所は収集を行うのではなくオンサイトで処理を行

い，日量5ｔ未満の事業所（畜産施設）のみを収集

の対象とするシナリオについて検討を行った。

山田町で5ｔ未満の事業所は，表5－3に示すよ

うに，乳牛農家21戸，肉牛農家9戸，養豚農家11

戸であった。ふん尿発生量の多い養豚に関して

は，小規模の事業所が少ないことがわかる。回

収の対象となる家畜ふん尿は，乳牛・肉牛・豚

を合計すると日量62ｔ程度であり，GISによる解

析から，この場合の輸送に必要なトラックの台数

は5台と算出された。なお，この62ｔの行き先は，

必ずしも同一の資源化施設である必要はない

が，本実証研究で行ってきたようなメタン発酵プ

ラントを中核とするバイオマス多段階利用シス

テムの将来的な実用規模として，妥当な処理量
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め，その輸送に当たっては，エネルギーとして取

り出すことができる有機物や肥料価値のある成

分とともに，大量の水を運ぶことになる。このた

め，一般的に輸送は不利であるといわれている。

しかし，大小さまざまな畜産農家が存在し，全て

の家畜ふん尿をオンサイトで適切に資源化を行

うことは困難であり，また，場合によっては，集約

して処理（変換）を行うことで輸送上のデメリット

を補うことができる。そこで，発生点・発生量・収

集ルートなどをモデル化して評価を行い，バイオ

マスタウンの計画立案に有益な情報を整理した。

この計画立案には，GIS（Geographic Infor-

mation System：地理情報システム）を用いた。

GISとは，空間データ，すなわち，地理（位置）に

関する情報を管理・加工・表示する機能を持ち，

地理情報に基づく種々の分析や判断をサポート

する技術である。バイオマスの発生地点，輸送

に使う道路情報，資源化施設などの地理情報も

デジタル化してGISで扱うことができ（図5－4），

収集・輸送に関する分析が可能になる。ここで

は，GIS上に整理した情報に基づき，家畜ふん尿

のトラック輸送を行った場合の各種検討を行っ

た1）。その結果，町内の乳牛・肉牛・豚全ての

事業者から家畜ふん尿の全量（表5－2）を収

集・輸送する場合には，4ｔ車を使用すると仮定

すると，18台の収集車が必要になることがわか

った。なお，輸送ルートを解析することで，最適

な収集地点（資源化拠点の設置場所）を割り出す

ことが可能であるが，山田町という狭い範囲を

対象としていることから，収集地点の設定による

必要台数には差異が生じなかった。また，トラッ

クの燃料消費量については，収集した家畜ふん

尿から発生するメタンガスの量がその数十倍（エ

ネルギー基準）であることから，輸送に必要な化

石エネルギーはわずかといえる。メタンを燃料

とするバイオガストラックを利用するのであれ

ば，バイオガスプラントで発生するメタンのごく

一部を使用することで，輸送燃料をまかなうこと

ができる。エネルギー密度の低い家畜ふん尿で

あっても，山田町内という狭い範囲での輸送で

あれば，エネルギー収支は大幅にプラスとなる。

ただし，事業計画を念頭に置いたトータルコスト

を考える際には，トラックの導入・維持・管理，

作業員のコストを考慮する必要があり，輸送の

（3）バイオマス再資源化ステーション構想

バイオマスタウンの設計を行う際には，地域

で得られるバイオマス資源をどのように利活用

していくかという議論が不可欠ある。すなわち，

「どこで」「どのような」バイオマスが，「どのくら

い」発生しているのかを把握し，質的・量的に

それが資源として利用可能であるか，収集や運

搬をどうするのかなどの検討を行い，地域に役

立てることのできる使い方を考えていくことが大

切である。Chapter1第3節およびChapter2

第1節では，家畜ふん尿からメタンガスを取り出

すメタン発酵プラントを中心としたバイオマス多

段階利用システム（山田バイオマスプラント）を試

作した際の設計データを紹介した。しかし，そ

の時点では，収集・輸送についての厳密な設計

は行っていなかった。その後，バイオマス発生

地点の分布や収集・輸送に関するより詳細な検

討を進めてきたので，その結果を踏まえ，より具

体的な例を示しながら，バイオマスタウンのモ

デルを考えたい。

バイオマス利活用計画を立案する際には，収

集・輸送がネックとなるという議論がしばしばな

される。特に，山田町における主要なバイオマ

スである家畜ふん尿は非常に含水率が高いた

１）山口教光,森本慎一郎,森

俊介,望月和博,迫田章義: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,19-5,2006年1月26-27日
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図5－4 山田町における主要道路網と畜産事業所および水田の配置

表5－2 家畜ふん尿の発生量（山田町内全体）

乳　牛�

肉　牛�

豚�

25�

14�

25

54�

37�

284

2.0�

1.4�

10.3

戸　数�
（戸）�

発生量�
（t/日）�

発生量�
（万t/年）�

注：数値の取扱い上，既出の家畜ふん尿発生量の統計データとは厳密に一致していない。�

豚

肉牛

乳牛

田

表5－3 家畜ふん尿の排出量が日量5t未満の事業所からの発生量

乳　牛�

肉　牛�

豚�

21�

9�

11

27.4�

13.3�

21.0

51�

36�

7

発生量5t/日未満の事業所数�
（戸）�

収集量注1）�
（t/日）�

収集率注2）�
（％）�

注1：発生量5t/日未満の事業所から収集する家畜ふん尿の合計�

注2：山田町内における家畜種類ごとの総発生量に対する割合�

２）新エネルギー・産業技術総

合開発機構：「バイオガスエネ

ルギー導入ガイドブック」，2005
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を重視し，品質管理の徹底により消費者の支持

を拡大している。多くの野菜で「ちばエコ農産

物」の認定を受けたり，全国に先がけて

「EurepGAP」や「JGAP」を取得したりしている。

和郷園に属する畜産農家は，本実証研究に牛ふ

ん尿を提供頂いている越川牧場のみである。牛

ふん尿は堆肥化されて，組合員農家で使われて

いる。本実証研究が始まってからは，その一部

がメタン発酵の原料に回り，消化液が生成され

ている。

図5－5は，和郷園の組合員農家が，和郷園と

しての商品（野菜等）を栽培している畑や施設園

芸のハウスの位置を字
あざ

単位でプロットし，それぞ

れの面積と筆数を示したものである。図5－5

に示されている赤色の実線は，それぞれの字
あざ

と

山田バイオマスプラント（香取市新里石田）を結

とまりを広げ，広がり過ぎたら再編していくとい

う進め方もある。

ここでは，本実証研究に参画している農事組

合法人和郷園を例に，バイオマスの利活用を

「家畜ふん尿のメタン発酵および消化液の農地

での利用」に単純化して，解析を試みる。

和郷園は，千葉県香取市に本部をおく農事組

合法人で，約90戸の組合員農家は，全て専業農

家である。組合員および組合員が耕作している

耕地の地域的広がりとしては，香取市や旭市な

ど千葉県北東部を中心としている。和郷園に属

する農家は，水稲も栽培しているが，和郷園の

活動の枠組みの中では，野菜が中心である。自

然循環農業を目指し，土壌分析による施肥設計

を行うとともに，農薬の使用を最小限にすること

に努めている。有機農業ではないが，土づくり
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ケースについて述べてきた。ただし，これは最

終的な解ではない。実際のバイオマスタウン構

想の策定における地域モデル設計では，地元の

意志を反映させながら，集約処理施設である

「バイオマス再資源化ステーション」に輸送して

処理を行う中小規模事業所とオンサイト処理を

行う大規模事業所との線引きの設定，オンサイト

処理を行う際の技術（堆肥化など既存の設備と

のかね合いも含めて）の選定，財源の確保など

の要因を検討していくことで，より具体的なモデ

ルが示される。なお，山田バイオマスプラントで

進めてきた実証研究では，バイオマスからの工

業原料やエタノール原料の生産についても検討

を行ったが，これらの技術の導入は，プロセス

がより複雑になることに加え，さらに施設の大規

模化が必要となり，また，農畜産業を基盤とする

地域に適合するかなどといった不確定な要素が

多いことから，ここで示したモデルには組み込

まなかった。しかし，将来的には石油に代わる

資源としてバイオマス由来の工業原料やバイオ

エタノールの需要が大きくなっていくことは確実

視されており，長期的なビジョンにおいては，こ

れらの生産も決して非現実的なものではなく，

バイオマスタウンを具現化していく際には具体

的に検討する価値のある選択肢になる。

（4）農事組合法人を軸とした資源循環農業

システム

アグリ・バイオマスタウンとしては，「あるまと

まった地域」の中でバイオマス利活用が進み，

環境保全型の資源循環農業システムが構築され

ているというイメージが浮かぶ。何らかのバイオ

マス利活用事業を実施する場合，その「まとまっ

た空間」は，事業主体によって決まる。多くの場

合，市町村が主導的な役割を果たし，行政界が

範囲となる。市町村合併が進んでいることから，

市町村内をいくつかに分割し「まとまった空間」

をつくるのが適切な場合もある。また，水での

つながりが大きい地域では，小流域を単位とす

るのが望ましい場合もある。さらに，志や利害

を共有するグループが主体となる場合は，空間

的なまとまりはやや希薄になるが，実質的な連

携が進みやすい。当初は，そのようなグループ

による取り組みを先行させ，徐々に空間的なま

は32,000MJであるが，これは木質系バイオマス

約2ｔの発熱量に相当する（木質系バイオマスの

発熱量は16MJ/kg程度）。炭化の際に炭として

固定されるエネルギーは約40％で，残りの60％

は廃熱となるので，日量1～2ｔ規模の炭化プロセ

スを併設して廃熱を回収・利用することができ

れば，発生したメタンの投入はほとんどなくなる

ことになる。地域内で得られるバイオマスのう

ち，製材残材・建設発生木材・林地残材・剪定

枝・竹材の廃棄，焼却している分を活用すれば，

年間300ｔ以上になるので，日量1ｔ規模の木質系

バイオマスの確保は困難でないと考えられる。

なお，日量860Nm3のメタンが得られるとすると，

年間では30万Nm3に達する。メタンを自動車な

どの燃料に利用する場合，1Nm3の走行距離が1

Ｌのガソリン，あるいは軽油と同等であることか

ら，30万Ｌに相当する。人口11,000人の山田町

におけるガソリンの消費量は550万L程度と推算

されるので，これは，地域内ガソリン需要の約

5％に当たる。バイオマス輸送用トラックや公用

車を始め，地域の自動車への供給が期待される。

一方，メタン発酵プロセスでは，発酵後の消化

液の適正な処理（＝再資源化）・利用が重要な課

題である。消化液は，窒素・リンを始めとする栄

養分に富んでおり，そのまま肥料として利用する

ことが可能である。しかし，そのままの状態で

は嵩
かさ

高く，扱いが非常に困難であり，遠方への

輸送は事実上不可能である。特に，畜産が盛ん

な地域においては，近隣だけでは施用可能な農

地に限りがあるため，全量を地域内で利用する

ことはできない。したがって，本書で繰り返し述

べてきたように，濃縮してコンパクトな液体肥料

とする，あるいは，さらに固形肥料として栄養素

を取り出すといった対策を行い，地域外へ移出

する必要がある。ここで提案する「バイオマス再

資源化ステーション構想」において，消化液の問

題は，特に積極的に取り組むべき課題である。

消化液から肥料成分を分離し，地域外に出荷可

能な製品の製造にいたれば，収益を上げること

も可能になり，また，窒素などの地域内への過剰

蓄積緩和にも貢献できる。

以上，地域内の家畜ふん尿の収集・輸送の分

析より，小規模事業所を収集対象にして山田バ

イオマスプラントの技術を活用する際のモデル
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よび消化液搬送計画策定に当たっては，需要量

を正確に見積もる4）必要がある。

図5－6は，和郷園が取り組んでいる JGAPと，

山田バイオマスプラントのバイオマス変換との関

係をイメージとして表したものである。食品残さ

は，和郷園グループの会社が運営するリサイクル

センターから供給される。実証研究開始前と比

ば，約90戸の農家の需要量とオーダー的にバラ

ンスがとれるといえる。この場合でも，需要が時

期的に集中するであろうこと，筆数が多いことに

留意する必要がある。また，水稲作への利用拡

大が望まれる。消化液の需要量は，品質，コスト，

搬送・散布サービスの有無，搬送に要する距離

や時間などで決まると思われるが，施設設計お

アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて
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用することを考える。解析の前提条件は，次の

とおりとする。

●牛ふん尿の排出量は50kgN/年/頭とし，こ

の窒素がそのまま消化液へ移行するとする。

●牛ふん尿は，山田バイオマスプラントの現位

置（香取市新里石田）に持ち込まれるとする。

●消化液は，プラントから近い農地（端数が出

ない範囲内で，字
あざ

単位で計算）から利用さ

れるとする。

●輸送にかかわる相対的な環境負荷量指標

にすべく，リソースマイル（Resource Mile）3）

を次式で計算する。今回は，消化液の農地

への輸送（片道）のみについて考える。RM

が大きいほど，輸送に必要な労力・時間・コ

ストがかかり，環境負荷量が大きいというこ

とになる。

RM＝Σ［消化液に含まれる窒素量（Nt）×

道路距離（km）］

解析は，次の3つの観点から行う。計算条件と

結果は，表5－5～表5－7のとおりである。

●どれだけの牛の飼養頭数分のふん尿を利用

できるかという観点からの解析（表5－5）

計算条件：消化液の施用量は，100kgN/ha

とする。

●これだけの面積にどうしても消化液を供給

したいという観点からの解析（表5－6）

計算条件：消化液の施用量は，100kgN/ha

とする。

●単位面積当たりこれだけの消化液施用量を

確保したいという観点からの解析（表5－7）

計算条件：牛の飼養頭数は200頭とする。

この場合，消化液に含まれる窒素総量は

10.0Nt/年となる。

100頭の牛ふん尿に含まれる窒素量は，解析

の前提条件により5.0Nt/年となり，施肥設計を

100kgN/haとすると，消化液を施用する農地面

積は50haになる。山田バイオマスプラントを起

点とすると，50haの農地の筆数は249，最も遠い

農地までの距離は6.4kmとなる。牛の頭数が倍

の200頭になると，農地面積は100ha，筆数は606，

最も遠い農地までの距離は15.6kmとなる。これ

らの結果から，畜産経営と農地面積の規模のあ

るべきバランスの常識が理解できる。和郷園の

例では，100～200頭規模の畜産農家が1戸あれ

んだものである。総面積は134.3ha，筆数は810

である。表5－4は，この図のもととなったデー

タで，山田バイオマスプラントからそれぞれの字
あざ

までの道路距離情報が含まれている。道路距離

は，検索サイト「goo地図（http://map.goo.ne.jp）」

のルートガイド機能を用いて求めた。図5－5に

は，山田バイオマスプラントを中心とした10km

と20kmの圏域も示している。市町名は合併前

のものとしている。

さて，山田バイオマスプラントへ牛ふん尿が持

ち込まれ，消化液が生成され，それを農地で利

Chapter 5

118

2�

29�

31�

5�

6�

1�

3

110.0 �

762.8 �

387.0 �

71.0 �

75.0 �

20.0 �

26.0 

2.6 �

3.7 �

8.5 �

12.5 �

15.8 �

21.8 �

32.1 

千葉県香取郡山田町（現香取市）鳩山�

千葉県香取郡干潟町（現旭市）鏑木�

千葉県香取郡小見川町（現香取市）油田�

千葉県八日市場市（現匝瑳市）春海�

千葉県海上群海上町（現旭市）岩井�

千葉県海上郡飯岡町（現旭市）八木�

千葉県銚子市台町�

ほ場数� ほ　場　住　所�
面積�
（ａ）�

道路距離�
(km)

表5－4 和郷園の生産農家が耕作しているほ場の字
あざ

ごとの
筆数・面積・山田バイオマスプラントからの道路距離（例）

３）柚山義人・森淳・中村真
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４）合崎英男：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」（ISBN4-9902-6830-x），

pp.148-161，2006
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能であること

などが必要条件であり，これらに対する考慮を

欠いた計画は破綻をきたす危険性が高い。光合

成に基づくバイオマス資源は再生可能な資源で

はあるが，再生可能ということと持続可能である

ということは必ずしもイコールではないことに注

意が必要である。バイオマス利活用の持続可能

性にかかわる諸問題の所在とその解決方策を，

表5－8にまとめた。さまざまな因子の評価・検

討が必要となるが，まずは地域内でのマテリア

ルバランス・エネルギーバランスが適正であるこ

との見極めが基本となる。

バイオマスタウンの望ましい姿は全国一律で

なく，地域特性に大きくゆだねられる。たとえば，

積極的にバイオマス原料を集め工業としてバイ

組みは急速に進みつつある。

バイオマスタウンを念頭においたバイオマス

利活用システムの設計に当たっては，

●「効率的なプロセスで結ばれた総合的利活　

用システム」とは何か

●「安定的かつ適正なバイオマス利活用」とは

どういうことか

を十分に検討する必要がある。すなわち，

●バイオマス生産の基盤である農林畜産業が

持続可能であること

●バイオマスの利活用を行う工業生産が持続

可能であること

●生産される製品やエネルギーの市場や需要

が持続可能であること

●バイオマスタウンとしての社会基盤が持続可

アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて
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ことが重要であることはいうまでもないが，単

独の技術で高い効果が得られない場合には，複

数技術の組み合わせによる多段階プロセスを検

討する価値がある。中間生成物やエネルギーの

やりとりによって，より価値の高い再生資源を製

造したり，環境負荷を軽減したり，化石資源の消

費を低減したり，最終廃棄物量を少なくすること

を目指すものである。ただし，必要以上の大規

模化や複雑すぎるシステムには注意が必要であ

る。また，バイオマス変換施設の方式や規模は，

得られるバイオマスの質や量に応じて決定され

るという側面が強いが，再生資源の需要が確実

でないと，システムとしては成立しない。地元ニ

ーズとのマッチングに基づく需要の確保・市場

の形成が，バイオマス利活用事業の成否を大き

く左右する。このような，バイオマス利活用シス

テムの構築に関する要点を，図5－7にまとめた。

持続可能性の評価に当たっては，マテリアルバ

ランス・エネルギーバランス・経済性・石油消費

量削減・CO2排出量削減・環境インパクトなども

含めた，総合的な視点が必要である。現状では，

定量的な評価に関するガイドラインが整備され

ているとはいえないが，この問題に対する取り

べるとフローが複雑になっているが，より環境保

全型の循環農業の推進に貢献できると思われる。

このような和郷園の取り組みへの共感が拡大す

れば，この地域がよりまとまりのあるアグリ・バイ

オマスタウンに成長していくと期待される。

バイオマス利活用システムが持続可能である

ためには，バイオマスの供給，バイオマス変換

プロセス，得られた製品やエネルギーの仕向け

先（需要・市場）がそれぞれ持続可能であり，お

互いが連携して運用される必要がある。バイオ

マスの供給では，廃棄物系や未利用・低利用系

のバイオマスの利用を当面の対象物ととらえる

が，将来を考えると，バイオマスを生み出す一次

産業の健全性を点検し，耕作放棄地や荒廃した

山林の積極的な活用を視野に入れるべきであ

る。バイオマスの再資源化を行うための変換プ

ロセスについては，信頼できる技術を選択する

持続可能な
バイオマス利活用システム2
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図5－7 持続可能なバイオマス利活用システムの構築に向けて 5）

５）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

【コラム 15】 JGAP

これまで日本では，「どのような」野菜をつ

くるかに関心が集まっていた。有機栽培野

菜は一つの例である。GAPは，衛生や環境

配慮など，「どのように」野菜をつくるかを問

題としている。農作業の過程が安全でない

野菜に安心はできない。安心で安全な農作

物を作るには，さまざまな配慮が必要である。

たとえば，農薬を極力減らし，肥料や水の安

全性にも気を配るといったことが求められて

きている。GAPとは「Good Agricultural

Practice」の略であり，日本語では「適正農

業規範」と呼ぶ。何となく難しく感じるが，一

言でいうと，より良い農場管理のための指

針である。内容は，

●農薬の管理などによる農産物の安全確保

●ドリフト対策など環境への配慮

●事故予防など作業者の安全確保や従業

員の福祉

●トレーサビリティなど農場経営と販売管理

である。これらの内容を達成するための農

場管理のポイントを列挙したものがGAPで

ある。この取り組みはヨーロッパで先行し，

Eu r e pGAPとして普及している。この

EurepGAPは大手小売業者など販売側主

導で進められてきた。これに対し，日本にお

けるGAP，つまりJGAPは，生産者自ら率先

して取り組んでいる。

p108_chapter5  07.3.26 0:21 PM  ページ 120



うに思う。

プラント内の個々の装置が個別の試運転を

着 と々重ね，いよいよ初めての一斉運転の日を迎

えた。世界のどこにもない世界初のバイオマス

変換プロセスコンプレックスの始動であった。

運転結果は，技術面では100点満点にはほど遠

く65点くらいだったろうか。チームの取り組みに

ついては文句なし。よって，1回目の総合点とし

ては十分に合格点がもらえると思った。長年志

していたものが目の前で動いている一斉運転中

のプラントの光景は壮観で，「連戦連敗」も脳裏

をよぎって，感動した。そして，その感動は個人

的で感傷的なものでなく，多くの方々に理解して

頂け広く伝わったことへの感動だと思った。人

が身の回りのバイオマスを，知恵と工夫を持ち

寄って資源として利用する本来の姿は，忘れか

けているある種の安心感や満足感のような「ほ

っこりした気分」を与えるのだと思う。

ここにいたるまでのターニングポイントは，小

生にはこれら「1枚のスケッチ」「憲法」「一斉運

転の感動」であったと思える。さらに2～3回の

ターニングポイントを経て，一層展開することを

切望している。

②豊かさ進化のために資源のループを高回転

に運用

農事組合法人和郷園 代表理事　木内 博一

私は，自然という言葉が意味を持って伝えられ

理解されなければ，人類は危機的な状況になる

と感じます。自然の恵みは，地球という存在のサ

イクルに計画されたことを着実に実行しているだ

けで，そこに人類が他の生息物と一緒に存在し

ているのが当たり前の状態です。しかし，人類が

知恵を持って人類のために便利な暮らし方を常

に提案した結果，その影響は地球の自然作用に

大きな変化を与えるまでになりました。私たちは，

地球のサイクルを念頭において，悪いうねりと変

化が起きる前に，人間社会の中で賢いループを

早急に成立させなければなりません。

私たちの暮らしは豊かになり，便利さは確実に

向上してきました。その情報は，開発途上国の希

望になっております。しかし，60億人の地球上の

人類が全て豊かな暮らしをするためのエネルギ

ーを，今後とも地球より吸い上げることは不可能

です。豊かさが継続する社会を目指すために，人

（1）あれこれの想い

①ここにいたるまでのターニングポイント

東京大学 生産技術研究所 教授　迫田 章義

山田バイオマスプラントにおいてこれまでに行

われてきている種々の事柄（産学官民連携，農工

一体，地域設計，複数の要素技術を科学的・合

理的に組み合わせたプラントの設計・試作・実証

運転，そのための要素技術の開発・改良，アジア

諸国の若者への教育・研修などなど・・・）は，実

は数年前にいくつかのやや大型プロジェクトに

申請し，「連戦連敗」を重ねていた。却下された

主な理由は，時機尚早，必要性を感じない，何

が主目的か見えない，多くの学術論文が成果と

して出るとは思えないなどであった。敗戦で反

省すべきところは反省し，次の機会に向けてネ

タをブラッシュアップしていたころ，柚山さんと

めぐりあった。タイミングが良かった。「農」の視

点からの数々のご意見・アイデア等を融合させ

て頂いて，鉛筆で1枚のスケッチを描いた。それ

が，いまの山田バイオマスプラントの源流となる

初めの1滴であった。

その後は順風満帆に今日にいたったかという

と，そうではない。このことは本書で詳しく述べ

られている。グループ企業や長年の付き合いの

ある，いわば顔見知りで編成したチームではな

い。初対面同志のメンバーがチームプレーに挑

むのである。「知り合いが集まってそれぞれ自分

の得意なカードを見せあって，それらを集めて

何ができるかを考えた」のでは全くなく，「このこ

とをするにはこういうカードが必要で，それを持

っている人が集まった」からである。総論から

各論になってくると，怒号や罵声が飛び交う，ま

さに本末転倒の不愉快な会合も経験した。そこ

で，プロジェクトの「憲法」をつくった。高々5～6

行の文章だ。もちろん，そんな短い文章自体に

拘束力や求心力を期待したのではなく，個人的

な意向や願望をつづっただけだ。しかし，柚山

さんにもご賛同頂き，チームの方々にもさりげな

くじんわりと憲法をつくった気持ちが伝わったよ

実証研究参画者からの
メッセージ3
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重要な課題となる。初期段階においては，補助

金の投入や優遇措置などを背景に，場合によっ

ては政策による誘導も必要となるが，最終的に

は，地元ネットワークの総意がバイオマスタウン

の方向性を決めるべきである。公的資金の投入

の際には，全国一律の基準で施設・設備の建設

を補助するカンフル剤的な方法のみでなく，地域

特性に応じて長期計画を支援する方向で投入す

べきである。公的資金による助成に頼りきった

事業は健全であるとはいえず，また，元々税金で

ある助成金の大量投入は行政コストの増大を招

く。あくまでも，事業主体を中心とする参画者の

努力が不可欠である。環境保全的な方法でバイ

オマスを生産している者，合理的なバイオマス

変換施設を運営している者など，公共の利益に

資し，理にかなったバイオマス利活用を推進す

る者が，正当な利益を受けられる仕組みが必要

である。

オマス由来製品を生産・販売することに重きを

おくバイオマスタウンと，農業を基盤として食料

を含めたバイオマスの一次生産に重きをおくバ

イオマスタウンでは，おのずと目指す方向性が異

なる。どちらが好ましいということではなく，そ

の地域にはどのようなシステムが適しているか

という判断を正しく行うことが重要である。前

者における方向性としては，バイオマス工業複

合体といった比較的大規模なバイオマスリファ

イナリープラントの構築を目指す場合があるのに

対し，後者の農業を基盤とする取り組みでは，

持続可能な循環型農業を支援する形でのバイオ

マスタウンシステムが望まれる。

事業の担い手が誰であるのかということも重

要な問題である。地方公共団体・水土里ネッ

ト・農業改良普及センター・廃棄物処理業者・農

業団体などには，資源循環を新たな重要任務と

して位置づけることが期待されている。いずれ

にしても，単独団体での運営には限界があり，生

産者や住民を含んだ地域ネットワークの形成が

Chapter 5
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● 現在の農業システムは，石油に大きく依存している。�

● 必要量以上の肥料・農薬の投入は，環境悪化を招く。�

● 持続性のある営農である水稲作が,米の生産過剰で大幅に�
　 制限されている。�

● 畜産のための飼料は，大部分を輸入に頼っている。�

● 現時点では，農作物の見ばえの良さを重視せざるを得ない�
　 状況にある。�

● 中山間地域を中心に，担い手不足が深刻である。�

● 木材を，その成長量以上に採取することはできない。�

● 適切な伐採を行わない植林は，森林環境の悪化を招く。�

● 間伐材の収集・運搬には，相当のコストがかかる。�

● 大量生産・大量消費・大量廃棄に基づく経済合理主義の�
　 価値観は，近々通用しなくなる。�

● 生活系ごみの処分も限界に近づいている。�

● 環境保全にかかわる地域住民・地球市民としての役割が，�
　 一層不可欠になってきている。�

● バイオマスから得られる価値以上のエネルギー投入は�
　 すべきでない。�

● 実際に収集可能な原料バイオマス量，実際に利用可能な�
　 バイオマス再生資源量が一致しない事業計画は破綻する。�

● 交付金や補助金が，プラントの維持管理までは�
　 およんでいない。�

● マテリアル・エネルギーバランス，生態系への影響を�
　 理解した生産活動の展開。�

● 食品の安全は最低要件とし，品質とサービスで競争する�
　 システムの整備。�

● 地域で得られる農業生産資材やエネルギーを利用する�
　 環境保全型農業への飛躍的転換。�

● 飼料稲の栽培による耕畜連携，資源作物生産の推進。�

● バイオマスの積極的利活用を可能にする基盤づくり。�

● 森林機能の保全を念頭に置いた木質系バイオマス�
　 利活用計画の策定。�

● 材木の生産・エネルギー利用など，利用目的に応じた�
　 樹種の選定・伐採方法の検討。�

● 食やエネルギーの地産地消の推進。�

● 使い捨て社会から循環型社会への移行。�

● 見かけだけを重視しない農作物の購入による，�
　 コストと廃棄物発生量の軽減。�

● 省エネ・社会コスト低減への，市民としての貢献。�

● 廃棄物処理の延長からの脱却。�

● バイオマスの発生・生産，収集・輸送から変換技術の�
　 選定・設計，得られる製品・エネルギーの需要までを�
　 考慮した，一貫した計画策定。�

● プラントの運転管理への公的支援。�

林地・林業�

農地・農畜産業�

バイオマス�
利活用事業�

地域・�
ライフスタイル�

問題点の所在の認識� 解決方策�

表5－8 バイオマス利活用の持続可能性にかかわる諸問題と解決方策 5）

迫田章義教授
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⑤世界の農業発展と環境保全を目指す

山田バイオマスプラント 場長　阿部 邦夫

今から10年前，私が活性炭メーカーに在籍し

ていた時に，バイオガスをPSAで99％に精製し，

活性炭内蔵のタンクに低圧で貯蔵して利用する

アイデアを温めていた。ただし，消化液につい

ては，漠然と農業への利用としか考えていなか

った。その後，和郷園とかかわることで，農業と

の協働の考えが明瞭となった。大変幸せなこと

に，自分のホームグラウンドに国のプロジェクト

を迎え，それに参画することができた。第一次

現役をしりぞいた者にとって望外の幸運であり，

Environmentalist冥利に尽きる。

ここで得た知見やすばらしい人脈を活用して，

広く内外にバイオマスの利活用の啓蒙活動をし

ていきたいと思っている。まずは，当プラントを高

校生や大学生の実習教育の場として活かしたい。

そして，農業と協働することが不可欠であること

を，実践によって体得してもらいたい。次に，海

外，特に発展途上国の環境問題解決や，地球温

暖化防止の一方策として展開していきたい。この

場合も農業との協働は必須の前提である。先日

訪れたマケドニア（おそらく他の途上国も同様で

あると思われるが）では，養豚業者はふん尿を素

掘りのラグーンに流し，上澄み（澄んでいない）液

は川へ放流している。乾燥地域のため，流した

ふん尿は途中で消えてしまっているが，地下水や

大気環境に負荷を与えていることは明瞭である。

そこで，豚ぷん尿からバイオガスを発生させ，ガ

スは豚舎の暖房に用いる一方で，消化液を広い

田畑に散布して完全に利用するシステムを考え

る。田畑で牧草を栽培すれば飼料が自給でき，

ひまわりや菜種を栽培すれば，食用油として使っ

た後，廃油をバイオディーゼル化して農機具に活

用できる。また，そのまま暖房用のエネルギーと

して利用することも考えられる。通常の農作物栽

培については，EurepGAPを取得し，EU加盟時

に農作物の輸出を可能にすることも考えねばな

らないだろう。これができれば，環境問題を解決

し，エネルギー問題においても対策の一助となる。

健康に過ごせる残り少ない人生を，このような

活動で過ごしてみたいと思っている。その土地

のおいしいお酒と少々のネーベンとモーツァル

トがあれば，何もいうことはない。

仕様書があり，それにしたがって設計・建設・納

入するといった仕事に慣れている小生および会社

にとって，打ち合わせを実施しながら推進してい

く方式は，時にはまどろっこしさを感じたものの，

関係者の総意が形になっていくという充実感は，

当プロジェクトならではのものであったと思います。

また，プロジェクトを通じてさまざまな人と出会

い，議論をし，役割分担を決め，協働作業をする

ことは，とても良い経験になりました。同一組織

に長年所属していると，内部価値観が均一化し，

世間から見て常識からずれてしまうことが発生し

てしまうことがあります。さまざまな立場・経験・

価値観を持った人々が，一つのプロジェクト推進

に向けて協働することの面白さ，充実感，安心感

はすばらしいものです。

さまざまなメンバーを一つにまとめ，目標達成に

向かって推進するために重要であったのは，マネ

ージメントです。当プロジェクトに限らずメンバー

をその気にさせ（当事者意識の高揚），人それぞ

れの能力をいかに引き出させるのかがマネージ

メントであると考えます。当プロジェクトでは，柚

山リーダーがその責任を担いました。ある時は

強いリーダーシップ，またある時は調整役，そして

聞き役に徹するといったバランスのとれたマネー

ジメント手法が，当プロジェクト推進の鍵になっ

たことは間違いないと思います。

当プロジェクトの期間は短く，もう少し続行でき

ないであろうかと思うのが正直なところです。多

くの人々が視察に来られ，さまざまなご質問・ご

意見を伺い，山田バイオマスプラント内で変換し

て得られる消化液・メタンガス・炭化物などのさら

に有効な利用方法を総合的かつ複合的に見つけ

出すことが，バイオマス利活用の推進にとって必

要不可欠であると考えております。この構築され

た産学官連携体制を継続することが可能であれ

ば，研究・実証を次のステップに加速度的に発展

させることができると確信しております。また，当プ

ロジェクトにおける産学官連携構築プロセス自体

が，成果の一つであると痛感してやみません。

期間の区切りはそれとして，3年間の実証研究

における人と人との関係構築と役割分担，そして

協働の貴重な経験は，フォーメーションは変わっ

ても次のステップへ向けて役に立つと同時に，積

極的に活用していきたいと考えています。
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かつては夢物語といわれたこのような考え方

が，正夢になろうとしている。もちろん，これら

の実現に向けては，コスト面などまだまだ解決

しなければならない課題もあるが，孫子の世代，

さらにその先の世代のためにも，この実証研究

がモデルケースとなるよう継続して取り組まなけ

ればならない。我々BPTのメンバーとしても，こ

の実証研究に携われることを誇りに思うととも

に，引き続き参画・協力する決意である。夢の

実現に向けて努力されている「システム実用化

千葉ユニット」の皆様に，BPTを代表して心から

敬意を表し，あわせて感謝する次第である。

④プロジェクトと産学官連携構築

荏原製作所 環境総合事業本部事業化営業室

副参事　雫 雅彦

産学官連携という言葉がよく使われていますが，

当プロジェクト推進において実際にその難しさと

重要性，そしてうまく連携体制ができ，回り出した

時の力強さのすばらしさを体験いたしました。

2004年にプロジェクトがスタートした際に，千葉

県庁において第1回全体会合が開催されました。

相互に挨拶をした際には，その関連組織と人数の

多さに驚き，また，果たしてプロジェクトがスムーズ

に推進できるのかとの危惧はあったものの，その

雰囲気は和気あいあいそのものでした。小生も含

めて，新プロジェクトへの期待感と当事者意識の

未熟さからの気楽さがあったように思います。

その後，いく度もより具体的な推進に向けた会

合を重ねるたびに，各組織の思惑のずれが微妙

に明らかになり，個々の組織における内部的な

不満が生じるようになってきたと感じました。その

頃に，迫田先生から提示されたプロジェクト推進

のための掟（憲法）数ヶ条の中で，お互いの技

術・製品に対して建設的な意見はOKだが，批判

はしてはならないとの内容があり，とかくうまくい

かないと他人のせいにしたいとの気持ちを抑え

ることができたと思います。また，さまざまな異な

る立場，組織からの代表者で構成される産学官

連携プロジェクト組織において，立ち上げ時にこ

のようなルールの提示は，とても重要なことであ

ったと思います。その後の打ち合わせの場にお

いて，予算配分をめぐり怒鳴りあうといった場面

もありましたが，今となっては懐かしいと感ずるほ

ど連携体制がとれたと思います。

類が培った知恵とノウハウをもとに，限られた資

源のループを高回転に運用するシステムを構築

することが急務です。

その意味において，「バイオマス的な考え方」は，

ループの継続に最も有効な手段だと考えていま

す。人類社会において技術やアイデアは常に進化

を遂げてきました。これからは，「ループ」という考

え方を軸にして，豊かさを進化させるべきです。

③夢の実現に向けて

千葉県 環境生活部 技監　守 敏男

千葉県では，地域のバイオマス資源の利活用

を推進するため，2003年1月に全国に先駆け，農

林・商工・環境関係部局の職員からなる「バイオ

マスプロジェトチーム（BPT）」を設置し，バイオ

マスに関するワンストップサービスに対応すると

ともに，「バイオマス立県ちば推進方針」を定め，

産学官連携による取り組みに着手した。このよ

うな中，当時の（独）農業工学研究所から，都市

近郊で耕種農業と畜産業が盛んな農村における

「バイオマスの多段階利用システムの構築に向け

た実証研究」を山田町で実施したいとの打診が

あった。県としては，この実証研究が県の推進

方針の趣旨に合うことから積極的に参画し，今

日にいたっているところである。そして，BPTが

県の窓口となり，プラント設置に伴う各種法令手

続きの調整や地元との折衝などに協力し，また，

農業総合研究センター・畜産総合研究センター・

森林研究センターが，バイオマスからの生成物

の有効活用に関する研究を担っている。

バイオマス資源を利活用することは，一般的

に，「地球温暖化防止」「資源循環型社会の形成」

「地域の活性化」「技術革新や新たな産業の創出」

というメリットがあるといわれている。今回の実

証研究においても，これらのメリットを踏まえた

設計がなされているが，特に，期待していること

が2点ある。1点目は，実証研究の成功はいうま

でもないが，研究終了後もこのプラントが有効に

活用され，地元で発生するバイオマスの受け皿

として，環境に優しい地域の農林業の活性化に

役立つことである。2点目は，化石資源の枯渇が

現実味を帯びて来る中，東京大学生産技術研究

所の迫田先生が提唱されているように，化石資

源に替わりバイオマス資源を利用する「バイオマ

スリファイナリー」の先駆けとなることである。

Chapter 5
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千葉県バイオマス・プロジェク
トチーム

訪問者との意見交換
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を越えて目標達成に向かえるのだと思う。

予算要求は，さばを読まずに行っている。いつ

も火の車である。しかし，予算がギリギリである

ことにより，現場での創意工夫が生まれる。それ

でも，バイオマスの変換によって単独で採算性を

確保することは容易ではない。所用の経済性を

確保した上で，外部経済の創出，外部不経済の

解消の効果も考慮し，バイオマス利活用が地域

に受け入れられる条件を整えていく必要がある。

山田バイオマスプラントは，2005年11月1日の

開所式をもって，本格的な運転開始とした。これ

に先立ち，将来のことを考え，かつ，これまでに

化学プラントを立ち上げてきた経験を頼り，地元

の阿部邦夫氏（農事組合法人和郷園）に「場長」

になって頂いた。現場で日々起こる諸問題を適

切に解決していく上で不可欠な存在である。プ

ロジェクトを支える親のような暖かさを感じる。

民間メーカーからの参画機関へは，役割分担

の技術（装置）を，現場でより使いやすいものに

ブラッシュアップして頂きたいと思っている。中

核となる技術のレベルアップもさることながら，

周辺技術（機器・装置）をみがき上げ，適用範囲

を広げ，今回の実証研究のポイントである他の

技術との連携を，それぞれから歩みよって全体

てくる懸案事項を，素早く判断して処理している。

時には深夜まで激論する。皆，したたかである。

高い志を持っている。さすがに私が全てを把握

することはできない。このため，責任とある程度

の方針決定の権限はユニットリーダーとしての私

が持つが，各人・各機関に，得意分野でリーダー

シップを発揮してもらうやり方をとっている。

この研究は，チームリーダーの助言・指導と実

質的な働きなしでは進まない。チームリーダー

と私は，よく役割分担がとれている。この研究の

推進には，ミスが許されない。組織としての機

動力が必要である。手続きは着実に，かつ最短

時間で済ませる必要がある。現場では人員配置

をして，しっかり作業工程を組んで待っている。

多くの起案をして，案件により10～16名のチェッ

クを受けながら修正し，決裁をもらい，理事長名

（2006年度からは，所長・理事名等）で種々の手

続きを進める。これは数ある農水系の独立行政

法人の中でも，行政とのやりとりの経験が豊かで，

地域に責任を持つ組織だからこそやりきれる仕

事だと思っている。予見どおり，そして提案を支

持（採択）してくださった当時の研究開発課長の

言葉どおり，当初の研究計画・予算の使途を，目

的達成のために柔軟に変更していく必要があ

る。何をやるにしても，すんなり思いどおり進む

ことは5％もない。しかし，実にやりがいを持っ

て楽しくやっている。なぜかというと，責任は重

いが，信頼され，ある程度の裁量をゆだねられ

ているからである。体調を崩したり段取りが悪

かったりすると，1日で百万円単位の損失となる

緊張感がある。いつも不確実性を想定しながら

動かしている。喜怒哀楽・悪戦苦闘・切磋琢磨

という言葉がぴったりである。

決裁段階でも，予算執行段階でも，そして再委

託先との契約段階でも，物品の調達段階でも，

事務方の厳格なチェックと素早い仕事と応援が

不可欠である。色々なやりとりをしていると，事

務方の経験と能力がこんなに大きかったのかと

驚かされる。相談は持ちかけるものである。事

務方は，当然，当初の計画をベースとする。軌

道修正の必要性はすぐに理解頂けるが，一つ一

つにきちんとした説明・理由・手続きを求める。

しかし，何とかなる。日々直接顔を合わせ，とも

に汗を流す関係で仕事を進めているから，立場

アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて
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カーの連合体を組織する必要がある。

●役務予算でつくった試作装置も財産とみな

される場合がある。

●再生資源を製造するプロセスも産業廃棄物

処理とみなされる場合がある。

困難な点や留意点を少しでも克服する方法と

しては，次の事項が基本となる。

●企画・総務部門も巻き込んで，総力で研究

を推進する体制を整える。

●上位のリーダーや委託元へ早目のタイミン

グで経過報告し，問題解決を図る。

●参画者間の信頼関係を築き，それぞれの得

意分野で責任あるリーダーシップを発揮し

てもらう。

●各機関の担当者が変わるたびに，達成目標

や研究手法をしっかり理解頂く。

●常に前向きの姿勢で，たくさんのサポーター

を獲得する。

本実証研究への参画者は，みんなプロである。

ともに力をあわせて研究を立ち上げ推進してい

る東京大学生産技術研究所の迫田章義教授と私

が相談しながら，プロ（本物の学問に裏づけされ

た技術）を集めた。迫田先生は，現場でも汗をか

く「親分」的存在である。同大学の望月先生は，

すごい量の各種研究業務をパワフルにさばいて

いかれる。両先生に共感を持つのは，農村社会

の未来について真剣に考え，そして本実証研究

を成功に導くために，狭義の研究以外の部分に

ついても先を読んで目くばりをされている点であ

る。農村地域のことは「農学」が受け持つのだと

いう先入観念では未来を切り開けない。「農」に

身をおく立場からは，「農」から「工」を呼び込む

姿勢が必要であると感じる。

迫田先生は次に示す5ヶ条の「掟」をつくられ

た。これは，2004年8月6日のバイオマス研究開

発組合を中心とする会合で最初に示された。そ

して，2005年3月9日の全体会合で再徹底した。わ

かりやすい精神的支柱なので，今も使っている。

システム基本設計は，迫田・望月両先生によりな

された。私は，メタン発酵・炭化・堆肥化程度の

組み合わせを考えていたが，大幅に将来展望あ

るものに拡張されて，現バージョンとなっている。

本実証研究は，「勉強」ではなく，待ったなしの

実践である。日々，大いなる格闘がある。日々出

⑥得意分野で力を発揮しあう

農村工学研究所 資源循環システム研究チーム

チーム長　柚山 義人

まず，本実証研究紹介ビデオ（DVD）に入れた

フレーズを紹介する。「私たちは，産・学・官と

地元が連携し，農業と工業分野が協力して，持

続可能なバイオマス利活用の推進に向けての研

究を進めています。多くの方々と意見交換をし

て，プロジェクトを成長させたいと思っています。

日々の実践の中で創意工夫を行い，ユーザーの

心をつかむさらなる技術革新を進め，経験に裏

打ちされた政策提言を行います。未来を担う子

どもたちの歓声が響きわたり，美しい自然と

人々が輝く地域を頭に描きながら。山田から全

国へ，そして世界へ。未来
あ し た

につながるバイオマ

スタウン構築のために。」

本実証研究には，展示効果の早期発揮と終了

後の活用が期待されている。実証研究を進める

に当たっては，事業に比べて次のような難しさ

がある。

●1年のうちで予算が使える期間が限定され

る。県の機関では補正予算を組む必要があ

る。「Biomass is life」の状況下で，予算の空

白期間を補う工夫が不可欠である。

●研究故の不確定要素が存在するが，規制や

手続きは，事業で建設するプラントと同じよ

うな扱いを受ける。どの手続きが必要なの

かが不明瞭な中で，個々の案件ごとに責任

者を決めて進めなければいけない。

●実証研究後の正負の財産管理および譲渡先

の調整が難しい。新しい研究を立ち上げる

場合にも将来的に撤去費が必要になるが，

研究予算を前もって積み立てておくことは

できない。

私は，ユニットリーダーとして，次の点を意識

して進行管理を行っている。研究を始めてから

気づいたものもある。

●狭義の研究部分（性能試験等）にかけられる

時間は，それほど多くない。

●土地造成と建屋に，プラント群の試作・設置

に匹敵する費用がかかる。

●予算の総額が不明な中で，リスクを考え

ながらの進行管理が求められる。

●必要な技術を組み合わせるための民間メー

Chapter 5
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プロジェクトの共通認識・掟（＝憲法）

1. 山田プロジェクトは実証試験（Research）である。
・・・商用プラントではない。

2. 山田プロジェクトは展示活動（Display）である。
・・・お客の方から見に来る宣伝媒体。

3. 山田プロジェクトでは，
2004年度にプロセス群の竣工式を大々的に行う。
・・・○○，○○らも迎えて。

4. 山田プロジェクトでは，
互いに協力・補完しあって，一つのシステムをつくる。
・・・他社の技術云々はいわない。どうすれば補いあえるかを考える。

5. 山田プロジェクトは，
国内・海外へのプロジェクト展開の初めの一歩である。
・・・これはゴールではなく，スタートだ。

2004年7月26日

迫田章義教授　草案

注：３は，2005年11月1日に開所式という形で実施した。時期については，2度にわたり変

更になった。○○などの固有名詞は，ここでは削除した。

2006年度第1回連動運転試験
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が指向されている。要はバランスである。

さまざまな分野を抱える研究機関が，生産さ

れる研究成果を社会技術といえる形にまで持っ

ていき，いかに普及させるかについて考えてみ

よう。目標を明確にして，機動力のある組織の中

で着実に仕事を進める体制整備は不可欠であ

る。好き勝手に提出された研究成果をまとめ上

げ，社会技術として普及させるというのは，現実

的には無理である。研究設計・体制づくりの段

階から，ユーザーもまきこんで戦略的に仕組む

必要がある。本実証研究は，そのような考え方

に立って推進している。このようなやり方が評価

されるかどうかで，後に続くプロジェクト参画者

の姿勢ややる気も変わってくるであろう。

私は，農業集落排水の高度処理を担当してい

た頃，茨城県美浦村で実験プラントを建設しての

調査研究を行った。この美浦実験プラントはどん

どん拡張され，現在では，教育・研修の場としても

活用されている。種々のハードルはあるだろうが，

迫田先生の第5の掟にもあるように，多くの関係者

が情熱を傾けている研究なので，山田バイオマス

プラントも大きく成長させたいと思っている。まさ

に，「山田から全国へ，そして世界へ」である。

本実証研究は，農村に新たな息吹をもたらし，

バイオマスの利活用を通して新しい資源循環型

の社会システムをつくることを目指している。研

究を進めるに当たって出てくる実践に裏づけさ

れた数々の課題と対応方策を，新しい制度設計

につなげる政策提言としていく。

農業などの産業と環境にプラスの影響をおよ

ぼし，かつ，所用の経済性を確保するバイオマ

ス利活用システム構築のためには，環境保全に

軸足をおいた社会・経済構造への変革に向けた

取り組みを，産学官・市民が連携して飛躍的に

進める必要がある。バイオマスの利活用は，気

運が高まっている今，一気に制度設計を行い，

研究資源を投入して道筋をつけたい。さまざま

な機関が掲げている上位目標は，バイオマス・

ニッポン総合戦略で示されている目標と共通点

が多いが，各々の機関の思惑は多様であり，競

争も激化してきている。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，真に循環型

社会の形成に貢献することを祈る。

た，評価は，自ら本当に必要なタイミングで実施

し，柔軟に研究計画と研究資源の投入計画を修

正していく必要がある。

バイオマス利活用のための研究開発は，物質

循環科学がその土台を支える必要がある。この

学問の裏づけのない施策に持続性はない。基

礎研究と事業化に直接結びつく実用化研究には

「死の谷」があるといわれる。基礎研究と応用研

究の橋わたしの難しさを表現したものである。

この橋わたしまでを社会技術は考えておかなく

てはいけない。環境問題の解決に時間的余裕

はない。物質循環の基礎研究をされておられる

諸氏には，農業・農村，日本，地球のために，タ

ーゲット・ドリブン型の研究に対し，蓄積された

既存の研究成果を直接的に使える形に加工して

提供頂きたい。物質循環の健全化を図るための

研究開発では，常に「いのちと共生」の大切さを

認識すべきである。

プロジェクトリーダー（ディレクター・マネージャ

ー・コーディネーターなどとも呼ばれる）は，学術

論文の生産数のみで評価できないプロジェクト研

究全体としての成果の創出に対して，高い評価を

受ける必要がある。プロジェクトリーダーには，ジ

ョブの性格にもよるが，総合力・バランス感覚・

哲学・人間臭さ・粘り強さ・明るさが必要である。

2005年9月6日に，山田町の広報担当者からイ

ンタビューを受けた。最も印象的だった質問は，

「バイオマスの利活用によって，町や暮らしがど

う変わりますか？」というものであった。確かに，

現在の貨幣価値を越えた効用がある。色々な項

目をあげて説明した後，地元の方が「町や暮らし

をこう変える！」と思い立ってスタートを切るまで

は，フォローする必要があると思った。社会技術

といいきるには，そこまで責任を持つ研究を展

開しなければいけない。

開発した技術は，普及しないと（使われないと）

もったいない。場合によっては研究者の自己満

足になってしまう。研究者には，100年先に役立

つ研究を好きなようにやらせるべしという考え

方は大切で，その部分を残す寛容さが組織を大

きく発展させる。しかし，現在の世の中の動きを

見ると，組織力で人員と予算を重点化して，定

められた期限内に約束を果たすこと，日本一・世

界一になること，対象地域へ直接貢献すること

アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて
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お盆も，プラントを動かし続けてくれている現場

の阿部邦夫場長・松岡隆雄さん・長嶋啓司さん・

実川寛之さん・太田数夫さん・齋藤敬一さんに，

この場をかりて，特にお礼を申し上げる。

（2）社会技術に仕上げる

農村工学研究所 資源循環システム研究チーム

チーム長　柚山 義人

私は，「システム」という名の付く組織と縁がある。

水利システム研究室，集落排水システム研究室，

タイ国水管理システム近代化計画（JICA），資源

循環システム研究チーム，農林水産バイオリサイク

ル研究「システム化サブチーム」，そして本実証研

究を担う「システム実用化千葉ユニット」である。

バイオマス利活用にかかわる研究は，社会技

術の開発と位置づけられる。社会技術研究開発

センター（RISTEX）によると，「社会技術」とは，

「社会問題を解決し，社会を円滑に運営するた

めの広い意味での技術を指す」とされている。

多様な考え方や価値観が混在する世の中にあっ

て，「社会を円滑に」ということになると，「ある

べき姿を提示しての世論形成」ということに行き

つくかもしれない。社会技術が実用を重んじる

とすれば，「実践」を伴わない頭でっかちの議論

は，方法論のための方法論におちいるであろう。

成果を社会へ発信し，確実に使われるものに

仕上げるには，政策とのリンクが不可欠で，これ

は戦略的に計画しておく必要がある。研究成果

の出口への矢印を，研究内容の内部扱いにする

ことを意味する。問題解決に当たってどの既存

のツール・ノウハウを用いるか，組み合わせるか，

どんな新規開発部分を組み込むかを明確にし，

研究設計を行う必要がある。

これまでの多くのプロジェクト研究は，ストー

リーとして，いくつかの基礎研究（要素研究）を

組み合わせた成果で目標達成というシナリオを

描いているものが多かったと思われる。それで

は多くの場合タイムリミットになる。無責任に出

された成果を引き継いで次につなげられるとい

うのは幻想である。期間限定のプロジェクトで

は，精度は低くても全体像を固め，時間の許す

限りで，精度・効率を上げていくスタイルをとる

べきである。少なくとも，社会技術の開発という

側面では，このような研究設計が必要である。ま

の効率向上に貢献頂きたい。

千葉県の3つの農業系研究機関には，適切な原

料バイオマス供給方法と各種再生資源の利活用

方法を検討して頂いている。各種再生資源が出

てくる時期が想定より遅れ実験計画に影響が出た

と思われるが，確実な供給と需要に道を拓くべく，

プラント側に注文を付けながら，農・工協働プロ

ジェクトに積極的な関与を深めて頂きたい。

香取市の方々には，この実証研究から得られ

る経験や成果を最大限に活用し，未来を担う子

どもたちの歓声を頭に浮かべながら，美しい自

然と人々が輝く「バイオマスタウン香取」づくりに

取り組んで頂きたいと祈っている。この研究に

かかわっている全員で応援する。

農村工学研究所の若手研究員には，自らの役

割分担以上のことをこなしつつ，望月先生の研究

に取り組む姿勢を学んで欲しい。今回は，山田

バイオマスプラントでの変換技術開発の出番をつ

くれず寂しいと思う。私自身は，迫田先生の考え

方や振る舞いを吸収している。迫田先生からは，

色々なフレーズが飛び出す。最近のもので印象

に残っているのは，「感動を与える」，「断トツ一位

になる」である。

本実証研究では，それぞれがさまざまなビジネ

スモデルを考えてきている。よく聞かれるが，私

からは部外者に知り得たアイデアをペラペラしゃ

べるようなことは決してしない。バイオマス利活

用は，先行利益の取得という側面もあり，アイデア

の流出は産み出される収益を相対的に低下させ

るからである。

チームへの帰属意識を高め，世へアピールす

るために，ロゴマークを作成した。本実証研究の

参画者である「証」に，参画者は山田バイオマス

プラント内でこのロゴマーク入り名札を付けてい

る。左右から「農」と「工」が協働して太い幹をつ

くり，「Yamada」で，健全なバイオマス利活用を

進めていきたいという想いを込めている。水と大

地の恵みを感じながら。

こんな大きなプロジェクトに参加できる機会は

そうそう多くない。一翼を担えることを幸せに思

う。本実証研究を始めるきっかけをつくって頂き，

ずっと激励してくれている安中正美氏に感謝した

い。また，実証研究参画者であるが，暑い日も寒

い日も，嵐の日も，年末年始，ゴールデンウィーク，
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