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バイオマス・ニッポン総合戦略では，その基本的戦略のなかに「国民的理解の醸成」
と「関係者の役割分担・協調」をあげ，バイオマス利活用に対する普及啓発を行って
国民全層の理解と協力を得ること，そして他の環境保全活動と有機的に連携し，ニー
ズに応じた多様な情報を蓄積して，関係者間で共有することが重要だとしている。バ
イオマス利活用の取り組み推進においては，その効果やコストなど信頼できる情報の
収集が不可欠であり，国や地方自治体の行政部局・研究機関・民間企業等でまとめら
れた調査報告や研究成果を集積し，再整理していく必要がある。そこで本章では，農
林水産バイオリサイクル研究「システム化サブチーム」に係わるバイオマス関連情報
の共有システムを中心に紹介する。

1.情報通信技術を活用した
情報共有の必要性

バイオマス関連情報を効率的かつ効果的に整理し

提供するシステムの構築においては，多種多様な大

量の情報を処理する必要があることから，ＩＴ（情

報通信技術）の活用を考慮すべきである。現代にお

いて情報の共有化を促進するには，インターネット

上のWebサイト，いわゆるホームページによる情報

共有システムが効果的である。Webサイトの利点と

して，紙媒体を配布するよりも圧倒的に早く情報を

掲載でき，一度に多くの人に対して情報を提供する

ことができる。また，掲示板システム（BBS）等を

利用することで，関係者間でコミュニケーションを

取り，情報を共有できる。バイオマス利活用の現場

側から事例情報をフィードバックしたり，地域住民

が意見を提出したりすることも可能になる。

バイオマスに関する情報共有システムといって

も，対象者によって目的やニーズは異なる。行政担

当者や研究関係者には，研究成果・統計情報・調査

報告・評価結果・国際情勢・事例情報などが，農林

水産業の関係者やリサイクル業者には，家畜ふん尿

等の廃棄物あるいは堆肥等のリサイクル物の需給情

報などが求められている。さらに，地域住民には，

各地域の取り組みに対して理解と協力を得るための

情報，一般の人々には，バイオマス利活用や循環型

社会における意識啓発をうながすための情報を，分

かりやすく提供する必要がある97）。このようなニー

ズを整理した上で，対象者に応じた情報提供・共有

システムを構築することが望まれる。

2.バイオマス情報のＷｅｂサイト構築

（1）バイオマス関連のWebサイト

バイオマスに関する情報提供の場としては，農林

水産省の「バイオマス・ニッポン」98）のWebサイト

がある。このサイトは，基本的に行政からの情報提

供の場となっており，その内容は，政策や事業に関

する専門的なもので構成されている。一般の人々に

向けた情報提供のサイトとしては，（株）東大総研に

よる「バイオマス情報ヘッドクォーター」99）がある。

このサイトは，バイオマス・ニッポン総合戦略推進

事業（平成14年度農林水産省補助事業）により，バ

イオマスの利活用を推進するための情報拠点とし

て，総合的な情報を提供することを目的として開設

され，2003年４月より公開されている。その内容と

しては，バイオマス関連技術の文献，バイオマス賦

存量等のデータベース，地域のバイオマスを有効に

変換するために効果的な方法を検索・提案するシス

テムなどが整備されている。この他，環境情報全般

に関するサイトとして，国立環境研究所による

【8－1】情報共有システムの
コンセプト

バイオマス利活用推進のための
情報共有システム
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「EICネット」100）があり，このなかにバイオマス関連

情報として，ニュース・事例集・用語集などが整備

されている。

（2）今後のWebサイト構築に向けて

バイオマス利活用のためのWebサイトが順次整備

されつつあるが，より農林水産業に特化した内容を

提供し，かつ，行政・研究機関・民間企業ならびに

現場の関係者が相互に情報を共有するためのシステ

ムが必要とされている。

これをふまえて，「システム化サブチーム」では，

バイオマスに関連する正確で多種多様な情報を蓄

積・整理し，分かりやすく提供することができるシ

ステム「BIC（Bio-recycle Information Cabinet）」の

構築を行っている。その目的は，バイオマス利活用

に関するノウハウの共有，研究開発による成果の周

知・普及，統計データ・調査データの提供，各地域

における取り組み事例の紹介などを行うことにあ

る。BICについては，第２節で詳細に説明する。

3.バイオマス資源循環利用診断モデルの利用

第１章から第７章において述べてきたように，シ

ステム化サブチームでは，平成15～17年度の研究課

題として，「バイオマス資源循環利用診断モデル」な

らびにその解析ソフトウェアの開発を行ってきた101）。

このモデルにおいて想定しているユーザーは，主

に地方自治体のバイオマス利活用推進の担当者であ

る。平成15年度よりモデル操作実習講習会を開催し

ており，講習会において参加者にソフトウェアを

CDで配布している。バイオマス資源循環利用診断

モデルを利用して有効な診断を行うには，対象地域

のバイオマス賦存量やフローに関する的確な統計デ

ータと調査データの入力が不可欠であり，本モデル

の活用を促進するには，これらのデータの入手方法

が課題となる。また，バイオマス資源循環利用の具

体的な取り組み事例を調査・評価して，地域における

新たな技術導入やプラント建設などのシナリオを検

討することも必要である。そのためにも，前述のBIC

のような情報源データベースの整備が重要となる。

本モデルのソフトウェアには，基本的な原単位な

らびに統計データをデータベースとして含んでいる

ため，モデルの利用者は基本的にこれらを自ら入力

する必要はない。しかし，モデルを継続的に利用す

るには，最新のデータが反映されたソフトウェアを

入手する必要がある。

【8－2】ＢＩＣ（Bio-recycle 
Information Cabinet）

1.ＢＩＣとは

システム化サブチームでは，バイオマス利活用推

進のために，バイオマス資源循環利用に関する情報

データベースとして「Bio-recycle Information

Cabinet」，通称「BIC」を整備している。

平成15年度に，バイオマス関連の文献・資料・事

例情報等の収集と蓄積を行い，それをもとにして

「BICデータベース」とその検索システムを構築した。

以降も引き続きデータ収集を行い，データベースへ

の収録を進めている。ただし，BICデータベースは

あくまで文献や資料等の目録データベースであり，

直接的に情報掲載を行うシステムではない。そのた

め，バイオマス利活用に関する情報を掲載して，関

係者間で共有するためのWebシステム，「農林水産

バイオリサイクルWiki」を平成17年度に構築し，総

合的な情報の掲載ならびに他の関係サイトへのリン

ク作業を進めている。BICは，「BICデータベース」

と「農林水産バイオリサイクルWiki」の，二つのシ

ステムで構成されているのである。

BICが想定する情報提供・共有の対象者は，基本

的に，研究者ならびに行政担当者としていることか

ら，研究成果等の専門的な内容も含まれている。ま

たBICは，システム化サブチームで開発した「バイ

オマス資源循環利用診断モデル」の利用において，

モデルを作成する上で必要となる統計資料やその入

手先情報を提供する役割も担っている。

2.ＢＩＣデータベース

（1）ＢＩＣデータベースの概要

平成15年度に，「BICデータベース」とWeb上で利

用できる検索システムを構築した。その後，バイオ

マス循環利用に関する文献・資料やそのリファレン

スの収集・蓄積を行い，2005年４月にWeb上での一

般公開を開始した。2005年12月現在で，約700件の

データが収録されている。

BICデータベースの本体は，データベースソフト

ウェアMicrosoft Accessのファイルで構成されてい

る。データ項目は，一般的な文献目録データベース



を用意している。データベース上ではすべての資料

データを8つのカテゴリー（書籍，論文・発表，報

告書，統計・データベース，ソフト・Webサイト，

組織・活動，ニュース・その他，事例地域情報）に

と同様に，表題・著者名・発行者名・発行年・掲載

誌名が掲載されているが，この他に資料入手の際の

利便性を考慮して，資料の所在と紹介者も収録して

いる。

BICデータベースの検索システムは，下記のURL

で公開している（2005年現在）。

（2）利用方法

BICのサーバ環境および開発環境は，表Ⅰ-18に示

す通りである。BICデータベースと検索システムは

別々に管理・更新できる構造となっており，データ

ベースのみの更新も容易に行うことができる。

検索方法には，カテゴリー検索とキーワード検索
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http://riss.narc.affrc.go.jp/biomass/BIC.asp

【図Ⅰー35】BICデータベース検索システムの画面

システムのトップページ
キーワード検索の検索フォームとカテゴリー検索のリンクがある

検索結果のデータ個別情報の表示例
参照先がWebサイトの場合はリンクとして
表示される（左図）

検索結果の一覧の表示例

サーバOS
Webサーバ 

BICデータベース 

サーバ環境 

URL: http://riss.narc.affrc.go.jp/biomass/BIC.asp

URL: http://riss.narc.affrc.go.jp/biomass/wiki/

DBMS

開発環境 

開発環境 

Wikiソフトウェア 

農林水産バイオリサイクルWiKi

Microsoft Windows Server 2003
Internet Information Service (IIS) 6.0

Microsoft Access 2003 + ODBC

ASP (Active Server Pages) 3.0

PHP (Hypertext Preprocessor) 4.3.10

PukiWiki 1.4.5

【表Ⅰー18】「BICデータベース」と「農林水産
バイオリサイクルWiki」のサーバおよび開発環境
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Webサーバ上のページを容易に書き換えることがで

きるシステムである。Wikiは一般的なデータベース

と異なり，不定形でページを作成・編集可能である

ため，より自由な形式で情報を掲載できる。また，

通常の場合，インターネットを介して誰でもどこか

らでも書き込みが可能であるため，多数の利用者が

共同で情報を蓄積してサイトを構築するのに適して

いる。

農林水産バイオリサイクルWikiのURLは下記の通

りである（2005年現在）。

（2）運用状況

農林水産バイオリサイクルWikiは，BICデータベ

ースと同じサーバ上で運用している（表Ⅰ-18）。シ

ステムとしては，PHPベースのWikiソフトウェア

「PukiWiki103）」を利用している。

現在は，用語集・リンク集・事例集・システム化

サブチームの研究内容と成果の紹介などを，掲載し

ている（図Ⅰ-36）。今後必要に応じて，メニュー項

目を増やすことも可能である。Wikiの特長として，

用語を登録すると，その用語が含まれる別のページ

にも自動的にリンクがはられるということがある。

その他，前述した「バイオマス情報ヘッドクォー

分類して，収録している（図Ⅰ-35）。検索ページで8

つのカテゴリーのいずれかを選択すると，各カテゴ

リーのデータが一覧表示される。また，同ページに

はキーワード検索用の検索フォームもあり，任意の

キーワードを入力して検索することもできる（図Ⅰ-

35）。キーワードが複数の場合はスペース区切りで

入力し，ANDかORの検索方法を選択する。その際

に，検索対象のカテゴリーを指定することも可能で

ある。検索を実行すると検索結果の一覧が表示され，

データの個別情報も表示できる。情報源がWebサイ

トの場合はURLをデータベースに登録しており，検

索結果ではリンクとして表示され，すぐに参照でき

るようになっている。

3.農林水産バイオリサイクルWiki

（1）農林水産バイオリサイクルWikiの概要

前述のBICデータベースは，あくまで目録データ

ベースであることから，情報自体の掲載はされてい

ない。そこで，より自由に情報掲載が可能なサイト

を目指して，Wiki（ウィキ）システムとインターネ

ット百科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」102）の

仕組みを応用した「農林水産バイオリサイクルWiki」

を構築した。Wikiとは，Webブラウザを利用して，
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http://riss.narc.affrc.go.jp/biomass/wiki/

【図Ⅰー36】農林水産バイオリサイクルWikiの画面

トップページ 用語集ページ ページ編集の画面例（用語集）
「整形ルール」にしたがって掲載情報
を容易に編集できる。



【8－3】バイオマス情報共有
Ｗｅｂサイト

1.Ｗｅｂサイトの構築

（1）「システム化サブチーム」Webサイト

システム化サブチームでは，サブチームおよび事

例地域の関係者間における情報共有のため，平成15

年度に独自のWebサイトを構築した。その主な内容

は，システム化サブチームの研究内容・研究報告

書・バイオマス資源循環利用診断モデルの紹介とダ

ウンロード，BICデータベース検索システムである。

さらに，2005年4月には，一般向けのサイトも公開

している（図Ⅰ-37）。本サイト内においては，「農林

水産バイオリサイクルWiki」の試験的公開も行って

いる。公開サイトのURLは下記の通りである。

ター」や「EICネット」など既存サイトとのリンク

によって，サイト間の有機的な連携を進めている。

2006年２月現在は，（独）農業・生物系特定産業

技術研究機構の中央農業総合研究センター内に設置

されたWebサーバを使用し，同センターの農業情報

研究部モデル開発チームにおいて，BICデータベー

スと農林水産バイオリサイクルWikiの両システムが

管理されている。Webサーバのメンテナンスならび

にBICのデータ管理は，同センターのモデル開発チ

ームが担当して行っている。

今後は，農林水産バイオリサイクルに関係する研

究成果を中心として，農林水産バイオマス資源循環

利用に関する情報のポータルサイトを目指す。なお，

システムとしては誰でも自由に書き込みができるよ

うにすることも可能であるが，正確で信頼できる情

報の掲載を行うために，一般の利用者は閲覧と検索

のみできるようにして，書き込み可能な利用者は登

録制にすることも検討している。
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【図Ⅰー37】システム化サブチームのWebサイトの画面

一般公開用トップページ

診断モデルのダウンロードページ（関係者専用）
ファイル名をクリックするとダウンロードが開始される。

http://riss.narc.affrc.go.jp/biomass/
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BICならびにその他のサイトやシステムの運用・管

理が，何らかのバイオマス利活用推進の事業として

引き継がれることが望まれる。

一方，一般の利用者によって増殖的に情報が掲

載・蓄積される掲示板システム，あるいはWikiシス

テムなどにも期待がもたれる。「農林水産バイオリ

サイクルWiki」は，現在のところシステム化サブチ

ームにおいて掲載情報の管理を行っているが，今後

の管理方針として，自由な書き込みをある程度許容

することも検討していきたい。

情報共有システムにはいろいろなあり方が考えら

れるが，いずれにしてもバイオマス利活用を推進す

べく，システム間で相互に情報を参照できる仕組み

が望まれる。さらに，関係者間だけに限らず，広く

一般の人々ともコミュニケーションできる場となっ

ていくことを期待したい。

以上，システム化サブチームのWebサイトならび

にBICのシステムにおける情報の掲載・ご意見・ご

要望等については，サイト管理者（中央農業総合研

究センターモデル開発チーム：菅原）までご連絡く

ださい。
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（2）モデル利用者向けのWebサイト

バイオマス資源循環利用診断モデルの利用者に向

けて専用サイトを設けており，本サイトでは同モデ

ルのソフトウェア・マニュアルの最新版・システム

化サブチームの報告書等関係資料を，ダウンロード

することができる（図Ⅰ-37右）。現在は，ユーザー

IDとパスワードを入力した上で利用する形になって

おり，IDとパスワードは，モデル講習会の参加者に

対して，必要に応じて提供している。

（3）「システム化サブチーム」メーリングリスト

Webサイト以外にも，システム化サブチーム関係

者間での情報共有システムとして，専用メーリング

リストを運用している。これは，農林水産省農林水

産研究計算センターのメーリングリストシステムを

利用したものである。

2.情報共有システムの課題

現在，国・地方自治体・企業・NPOなどが提供す

る多数のバイオマス関連Webサイトが，運用されて

いる。これらの膨大な情報を，効率的かつ効果的に

利用するためには，サイト間のリンクによる有機的

な結びつきが必要となる。このためにも，「BIC」が

情報を仲介するシステムとして，先進的に整備され

ることが期待される。

Webサイトならびに情報共有システムを運用する

上での課題は，構築したWebサイトや各システムを，

いかにして維持・更新していくかということにあ

る。Webサーバのメンテナンスや情報の入力作業に

は少なからずコストがかかるため，ボランティアの

みでシステムの運用を継続するのは困難である。
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コラム1

畜産系バイオマスにおいては，その発生量を推計する上で，家畜種類別のライフステージ

を知っておく必要がある。畜産になじみのない読者にとっては，「家畜の生涯はどうなってい

るのか？」と，疑問に思われるだろう。そこで，代表的な畜種について，誕生から出荷・廃

用までの生涯をたどってみたい。

採肉鶏（ブロイラー）は，ふ化（誕生）してから7～8週後に出荷される。物理的時間では

非常に短い生涯である。採卵鶏の場合，雌は17～18週令まで育成され，その後70～80週

令まで採卵し，廃用され，肉やペットフードの原料となる。その生涯は約1.5年である。一

方，雄は淘汰されてしまう。「育てて肉用にすれば？」と思われるだろうが，飼料効率が採肉

鶏と比較して劣っていることから，無駄な餌を食べさせないという経営的（経済的）な観点

で殺すのである。

繁殖雌豚は，誕生から8～10箇月まで育成され，その後種づけされて仕事を開始する。分

娩間隔は114日で，標準的に5産で廃用される。約2.4年の生涯である。種豚は誕生から8

～10箇月まで育成され，約10年程度飼養され，人工授精の場合は精子を採取される。食肉

用の肥育豚は誕生後約180日で出荷され，約半年で生涯を閉じるのである。

日本で一般的な乳用種はホルスタインである。雄が生まれると約20～22箇月食肉用とし

て肥育し，出荷される。雌は15箇月育成された後，種づけされる。分娩間隔は約13.6箇月，

平均2.8産で廃用される。その生涯は約4.7年である。もっと長く飼養したいのであるが，高

泌乳（多く乳を出させること）を追求するために濃厚飼料を多給することで体に負担がかか

り，泌乳量が多くなる3，4産に達するまでに乳房炎・消化器障害等の健康や繁殖問題が多発

し，淘汰されてしまうのである。

肉用牛は，雄は28箇月肥育され，出荷される。繁殖用の雌牛は，15箇月まで育成後，種

づけが始まり，分娩間隔約13.6箇月で7産し，その後廃用される。約8.8年の生涯である。

以上が家畜の大まかな一生である。人間と比べれば，あまりにも短い一生に驚かれたこと

だろう。鶏には鶏の，牛には牛の体の大きさに応じた生理的時間と呼ばれるそれぞれの時間

単位があるが，それにしても短過ぎる一生である。

このような現状に対して，現在では，人に食されること，短い生涯を畜舎内で繋がれたり，

檻に入れられたりして飼養されること，家畜を健康に飼うことに対して，欧米で家畜福祉に

関する議論が積極的に行われている。

ＥＵでは，1976年から家畜福祉政策が始まり，1978年に農業動物福祉指令が出され，

以降各基準や協定が出されている。さらに，2000年には，WTO交渉の正式協議に，家畜福
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ブロイラー 
雄・雌 7～8週令で出荷 

採卵鶏 
雄 淘汰 

誕生 

雌 

育成（17～18週令） 

廃鶏（70～80週令:約1.5年） 

豚 
繁殖豚（雌） 

育成（8～10箇月） 

分娩間隔:114日,5産 

廃用（2.4年） 

種豚 
10年 

肥育豚 180日で出荷 

乳牛ホルスタイン 
雄 20～22箇月で肉用として出荷（約1.8年） 

雌 

育成（15箇月） 
分娩間隔：13.6箇月,3産 

肉として廃用（約4.7年） 

肉牛 
雄 28箇月（2.3年）で出荷 

繁殖（雌） 

育成（約15箇月） 
分娩間隔：13.6箇月，7産（7産目は分娩後廃用となるので10箇月） 

廃用（8.8年） 

祉問題が議案として，ＥＵ委員会から提案された。

さらに，ドイツでは，動物福祉を農業政策の中心と位置づけ，消費者保護のため，ヨーロ

ッパでの動物福祉のパイオニア的役割を担うことを決定している。そのなかの顕著な例とし

ては，鶏のケージ飼い禁止法案がある。これはすでに可決されており，2007年からケージ

飼いは違法となる。

そして，欧州だけではなく，米国にもその波はおよんでいる。米国では，市民団体｢動物の

倫理的な扱いを求める人々｣（PETA）の圧力により，マクドナルド・バーガーキング・ウェ

ンディーズ・ケンタッキーフライドチキン等が，動物福祉を考慮した生産方式をマニュアル

化して，原料生産を開始した。また，国際獣疫事務局（OIE）は，科学的な側面を中心に家

畜福祉の国際基準づくりに着手し始め，2003年2月に国際会議を主催している。

このように，短い一生でも家畜をいかに健康に飼育していくかが，今後の大きな畜産の課

題になってくるだろう。

人は食物連鎖の頂点で，経済性を中心としたやり方により，家畜を食している。それが，

家畜の一生の図に表れている。家畜を擬人化して倫理を論じることはさておき，物質循環の

一部分としての畜産を確立することで，この図も変わってくるものと思われる。


