
第Ⅲ部
バイオマス利活用システムの評価視点

ViewpointsforEvaluationofBiomassUseSystem



1.構想づくりの心構え

バイオマス利活用の推進に当たっては，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

資源の需要および輸送が重要になる。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

の組織が係わる。バイオマスの利活用は，地域特性

に大きく委ねられ，地域独自の創意工夫や合意形成

をはかっていくことが大切である。住民やNPOが主

体となる場合もあるし，行政または企業が主体とな

る場合もある。さらに，対象とするバイオマスの種

類とその変換の方法も，千差万別である。

構想策定の初期段階では，地域のなかで何をした

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ること

になりかねない。先行事例に学び，情報をうまく活

用しつつ，地域独自の構想を立案するという気概が

必要である。

構想・計画づくり，バイオマス変換プラント建

設・運営の各段階において，中心となる主体は異な

り，先の長い活動となる。このため，構想づくりの

段階から，目標年次・スケジュール・後継者・達成

感を味わえるインセンティブの維持を意識すること

が望まれる。

各種の交付金や補助金などの公的資金を活用する

かどうかは，一つの分岐点となる。公的資金を使う

と，より強い説明責任が生じる。地域住民やNPOな

どからの発意の場合は，行政部局を巻き込むことに

より，広範な支持を得ることができ，バイオマス利

活用に係わる取り組みを強化できるという側面もあ

る。一方，公的資金を活用すると，独創性が損なわ

れたり，経費がかさんだりするという指摘もある。

2.構想策定に当たっての留意点

表Ⅲ-1は，バイオマス利活用システムの推進に当

たって，失敗を未然に回避する視点から，実務にお

いて気をつけたい事項を整理したものである。トレ

ード・オフになるという指摘もあるかもしれない

が，それは，構想の性格や煮つまり具合によって異

なるものであり，すべてを満足する必要はない。バ

イオマス利活用システム構築のさまざまな段階にお

けるチェックリストとして，本表が活用されること

を期待する。また，ある段階で懸案事項として残さ

れた内容は，このリストに追加しておき，つぎの段

階で問題解決がはかられたかどうかを点検するとい

う使い方も有益である。

いくつかの例をあげてみる。

バイオマスの変換には，第Ⅱ部で紹介したように，

多くの選択肢がある。バイオマス利活用の新しい構

想を検討する際には，原料バイオマスの変換によっ

て得られる再生資源の需要が確実にあることを重視

すべきである。再生資源の需要量ポテンシャルと，

実際に利用できる量との間には，大きなギャップが

ある場合が多く，需要量予測は慎重に行う必要があ

る。需要量予測については，第Ⅳ部第1章で詳述する。

一種類の変換施設で効果的なバイオマスの利活用

を見込めない場合には，数種類の施設を組み合わせ

て，中間生成物やエネルギーのやりとりを行うとい

う選択肢もある。これによって，より付加価値の高

い再生資源を製造したり，環境負荷や化石資源の消

費を少なくしたりするなどして，バイオマスを利用

し尽くすことにより，最終的な廃棄物量を少なくす

ることができる。ただし，複雑すぎるシステムは，

【1－1】バイオマス利活用システムの
構想づくり１）
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本章では，バイオマス利活用システムの構想・計画を策定するに当たっての心構えや
留意点について述べる。また，地域診断の結果を踏まえ，各地域の特性や課題を反映
した健全なシステムを構築するために必要な評価視点を概説する。

第Ⅲ部／バイオマス利活用システムの評価視点

バイオマス利活用システム
構築に当たっての留意点

第1章



● 適正な利活用システムの探究 ● 変換施設の計画 

● 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。新しい施肥設計にも

と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）がはかられているか。 ○ 

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。 ○ 

役割分担と信頼にもとづき，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すぎていないか。 ○ 

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。 ○ 

変換の方法によって，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。 

○ 

変換施設全体およ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。 ○ 

5） 

6） 7） 
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【表Ⅲー1】バイオマス利活用推進に当たっての留意点1）
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第Ⅲ部／バイオマス利活用システムの評価視点

リスクを高める恐れがあるので，注意が必要である。

システム構築に当たって，輸送は，忘れられがち

な問題である。大規模な施設で集中的にバイオマス

を変換する場合と，小規模な施設を分散配置して変

換する場合のどちらが優位かは，バイオマスの輸送

も考慮して見極める必要がある。リソース・マイル

（バイオマス資源重量と輸送距離の積の累計値）や

リソース・タイム（輸送を含むバイオマス資源利活

用に要する時間の累計値）は，変換施設の規模・配

置を検討する際の材料の一つである。これを検討す

る際には，道路情報を組み込んだGISによる分析も

有効である。さらに，バイオマスの輸送や，再生資

源である堆肥・液肥の農地への散布方法を検討する

場合には，地域の道路や農地の整備状況を勘案する

必要がある。施設の配置に係わる輸送問題について

は，第３章および第４章で，詳述する。

バイオマス原料から資源の回収を進めたとして

も，排水路や河川へ直接放流することができない濃

度の排水が発生する場合には，農業集落排水処理施

設などの汚水処理施設へ接続することを検討する必

要がある。また，最終廃棄物の埋め立て処理につい

ても，資源管理体系のなかへ，適切に位置づける必

要がある。

事業の採算性については，厳密な計算を行うこと

が必要である。メタン発酵によるエネルギー回収を

例にとると，用地費，施設建設費，補助率，事業規

模，処理単価，売電単価，発電効率，堆肥単価，人

件費，廃棄物の引受け単価，環境への負荷の許容度，

液肥の農地・牧草地利用の有無が採算を支配する要

因となる２)。

その他，バイオマスの利活用を進める上では，生

物機能の維持増進・太陽の恵みを活かせる生態系の

保全が前提となる。バイオマスの源は光合成によっ

てつくられ，その量以上には原料バイオマスを持続

的に変換することはできない。植物の生産と食物連

鎖を維持することが，バイオマスを利活用する上で

の前提条件になる。バイオマスを利活用するための

より積極的な営農３)４)方針として，つぎのことがあげ

られる。

◎窒素固定菌・ラン藻の生息場所拡大による空中窒

素固定量の増大

◎休耕田を活用した飼料イネの栽培

◎生産速度の速いトウモロコシ・サトウキビ・ソル

ガム・熱帯牧草・ケナフなどの資源作物の生産

◎農地を裸地にしないためのカバークロップの作付

◎ 二毛作や地域輪作の実施

◎有機農業への転換

◎有害物質除去のためのクリーニングクロップの作付

1.地域診断の意義と目的

（1）地域診断とは

バイオマスの利活用システム構想は，地域の自然

条件・社会基盤・産業社会構造を色濃く反映したも

のになる。公的資金を用いたバイオマス利活用シス

テムは，行政区域が対象範囲になる場合が多いが，

変換方法と地域特性によって，適正な空間規模は異

なる。多くの場合，輸送・地縁・生活圏の問題から，

おおむね30km以内の空間で議論が進められている。

どのような構想や計画を提案する場合でも，提案者

あるいは地方自治体などの担当者は，現状を正しく

認識した上で，提案内容の効果と影響を，早い段階

で分析しなければならない。ここでは，この作業の

ことを「地域診断」と呼ぶ。以下，物質循環８）に係

わる地域診断について述べる。

（2）地域診断の目的

地域診断のために第一に行うべきことは，地域内

においてバイオマス資源となり得る原料の発生場所

と，その質・量・移動量の他，既存の変換施設の位

置・性能，再生資源の需要場所とその量を把握する

など，地域の実態を理解することである。

地域診断を行う目的は，バイオマスの利活用が持

続的かつ健全であることを見極め，問題がある場合

は，代替案を検討するというプロセスにつなげるこ

とにある。このため，複数案の比較，対象範囲の検

討，変換方法や組み合せの検討，変換施設の規模・

配置・機能分担の検討，需要と供給の量および時空

間バランスの確認などを行う。

必要な地域情報は，存在するバイオマスの種類・

賦存量・発生量・生産量・移動量，再生資源の利活

用量，これらの時空間分布情報などである。これら

の情報は，既存の統計データ・研究成果・アンケー

ト調査・聞き取り調査・現地調査によって収集す

る。実態把握のための調査は，物質循環の状況を概

略的かつ網羅的にとらえることから始め，利活用計

画策定に大きく係わる項目について精緻化をはかっ

ていくという手順が適切である。

【1－2】物質循環からみた地域診断１）



3.地域診断のための手法

地域診断のためには，物質フロー分析や産業連関

分析が有用である。

前者は，着目する系に投入される資源やエネルギ

ー，産出される製品や廃棄物について，総量や特定

物質の動態を明らかにするものである。第Ⅰ部で紹

介した「バイオマス資源循環利用診断モデル」は，

これに当たる。

後者は，さまざまな産業間の相互依存の状態を調

べて，生産と需要の関係を分析するものである。近

年ではLCA（ライフサイクルアセスメント）の適用

例が増えてきている。

共通していえることは，実測によるモデルの検証

は困難な場合が多く，結果の信頼性については，土

地勘や経験を踏まえた上で確認する必要があるとい

うことである。LCAについては，第Ⅳ部第２章で，

詳述する。

公的資金を用いてバイオマスの利活用を推進する

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・比較対象およびその手順を，明確にしてお

く必要がある。

1.バイオマス利活用施策の定量的評価指標

評価指標については，2003年３月に閣議決定され

た「循環型社会形成推進基本計画」において設定さ

れた「物質フロー指標」10）11）が参考になる。物質フ

ローの「入口」・「循環」・「出口」の三つの指標に

設定された数値目標は，つぎのようになっている。

【「入口」に関する指標】

「資源生産性」＝GDP／直接物質投入量（万円/t）

（平成12年度の実績値28.2に対し，平成22年度の

数値目標値は約39）

【「循環」に関する指標】

「循環利用率」＝循環利用量／（循環利用量＋直

2.農地における物質循環の評価

バイオマスの利活用を推進するためには，地域診

断の結果を受けて，資源循環施策のシナリオを作成

することが必要である。

堆肥や液肥の品質は多様であり，その種類別・気

象別・土壌別・作物別・連用の程度別に施用基準を

作成しなければならないが，その作業は容易ではな

い。また，堆肥は，化学肥料に比べると，肥効時期

に関する安定性が小さいが，さまざまな条件変化に

対する緩衝性は大きい。地域内で生産される堆肥が

化学肥料の代わりに利用される分，確実に化学肥料

施用量は減少する。さらに，堆肥は年間を通して生

産されるが，利用される時期は限られている。堆肥

や液肥をいつ，どのくらい農地へ施用すべきか，あ

るいは農地自体が受け入れ可能な状況にあるかを，

十分に検討しておかなければならない。

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，それらが作物に有効に吸収さ

れること，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

システムの構築を目指す場合には，エネルギー源で

ある炭素とともに，収奪される窒素・リン・カリウム

が，安全かつ有用な形で土壌に戻される方法が組み

込まれているかどうかを確認する必要がある。

成分を自由に調整できない堆肥やメタン発酵消化

液（液肥）を農地に施用する場合，窒素・リン・カ

リウムの一つが必要量に達した時点で，施用を制限

し，不足成分を化学肥料で補うことになる。たとえ

ば，液肥の窒素濃度および施用量の上限は，作物の

吸収特性および窒素耐性，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。原

田９）によれば，水稲作における窒素施用量の上限は，

約150kgN/ha/年である。水稲以外の作物での上限

は，作付回数や作物の吸収量によって異なるが，耕

作地面積当たり250～400kgN/ha/年程度である。い

ずれの場合も，堆肥などの肥効率は種類によって大

きく異なり，また，連用することにより上昇するた

め，モニタリングにもとづいた土壌診断を行いなが

ら，施用量を調整していくべきである。このことに

ついては，第Ⅰ部第３章も参考にして頂きたい。
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化率の増加度

◎農地や畜産施設から水域への流出負荷量の減少度

◎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

2.定量化しにくい評価指標

物量で表現される指標以外にも，地域の景観形成

やイメージアップ，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・満足感などのように，定量化しづらい指標も

ある。しかしながら，これらの指標は，人の価値観

に係わる重要なものである。バイオマスの利活用が，

公害や感染症の発生を未然に防止し，健康予防に役

だつとすれば，それは人の生命に係わる視点となる。

今や市民が世のなかを動かす時代である。農業を軸

としたバイオマスの利活用を考えると，消費者によ

って，大幅な食料・飼料の自給率上昇，有機農業の

飛躍的推進，「地産地消」や「旬産旬消」運動の展

開などがはかられることは，不可欠である。

山形県長井市で実施されている「レインボープラ

ン」と称される生ごみの堆肥化を通じたまちづくり
14)からは，多くのことを学ぶことができる。このプ

ランにおける生ごみコンポスト化施設の建設・運営

に必要な資金は，15円/人/日程度であると推定され

る。そして，市民がこの経費の負担に合意すること

で，レインボープランの活動は維持発展し，施設の

更新も可能になっている。

ここで，日常生活におけるさまざまな支出を想定

してみよう。１人１日当たりの支出額は，個人や地

域によって差はあるが，コーヒー400円，たばこ・

酒400円，米70円，上・下水道40円，電気・ガス70

円，通信40円，保険（生命・損害・車などの合計）

1,000円といった具合であろう。これらと比べて，数

十円/人/日程度の支払い意志が示されれば，地域レ

ベルで新たなバイオマスの利活用事業を開始するこ

とができるのである。

3.安全性の評価

安全性の評価13）に当たっては，バイオマスの集

積・変換・再生資源の利用プロセスにおいて，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が存在することを理解し

接物質投入量）（％）

（平成12年度の実績値10.2に対し，平成22年度の

数値目標値は約14）

【「出口」に関する指標】

「最終処理」（万t/年）

（平成12年度の実績値5,600に対し，平成22年度の

数値目標値は約2,800）

バイオマス利活用に係わる評価指標群には，つぎ

の条件が含まれていることが望ましい。

◎評価目的に適合し，分かりやすい。

◎持続性（時間的・空間的）が検討できる。

◎ライフサイクルコストが比較できる。

◎常識的な信頼度をもつデータが入手できる。

◎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・維持管理費をすべて含む，ラ

イフサイクルコストで評価すべきである。近年では，

これ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。今後は，

コスト計算上に表れない，環境負荷など外部不経済

解消への配慮が求められる。

LCA的アプローチは，複数オプションの相対的評

価にも役だつと考えられる。干場ら12）によるエネル

ギー償還という観点からの検討も，参考になる。地

域での負担という観点からは，国や都道府県からの

補助金を差し引いて計算する場合がある。環境や社

会経済的な視点から総合的に評価しようとする場合

は，「経済的効果＋社会的効果」を「環境への負荷」

で除して，「環境効率」性を算定する手法が参考に

なる13）。ただし，バイオマスの利活用が，廃棄物の

適正処理による環境改善効果・再生資源の経済効

果・地域社会への貢献といった多様な価値を生み出

していること，変換技術に開発中のものが少なくな

いことなどの理由で，「環境効率」の算定は，常に

不確実性をともなっているということに留意しなけ

ればならない。第Ⅳ部第３章で紹介する経済・環境

統合勘定は，このような試みの一つである。

農業を軸として考えた場合の評価指標は，つぎの

ものが考えられる。効率的な投資を考えるならば，

これらを必要経費で割れば良い。

◎単位面積当たりの堆肥・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理量の減少度および再資源
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項　目 懸念される環境負荷 
再生資源・副産物の安全性 重金属の動態 

安全特性 

堆肥化 

バイオガス化 

炭　化 

飼料化 

焼却（燃焼） 

発酵にともなう臭気の発生。 

酸性雨の原因となるアンモニア，地球温暖

化の原因となるメタン，一酸化二窒素の揮

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65℃，48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。 

発酵乾燥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。 

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

水域の富栄養化および地下水の硝酸汚染。 

臭気の発生。 

消化液貯留槽からのアンモニアやメタンの

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，何らかの殺菌工程を設け

る必要がある。 
消化液中へ重金属が移行する。 

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。 

プラント用の運転エネルギー生成にともな

う二酸化炭素の発生。 

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注意する必要があ

る。 

炭化の過程で重金属が濃縮される。 

変換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

酵過程では温度管理が重要である。品質の

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ことから，原

料中に混入しないようにする必要がある。 

二酸化炭素およびダイオキシンの発生。 

埋め立てにともなう負荷。 灰：焼却の過程で高温となるので安全。 

減容率が他の変換技術と比較して大きいた

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

講じて，埋め立て処理する必要がある。 

【表Ⅲー2】バイオマス利活用における各種変換技術の環境負荷および安全特性13）

農業規範6））などの，品質管理やリスク管理の考え

方が参考になる。また，変換施設にもトラブルは起

こり，近隣住民にとっては迷惑施設になり得るとい

う現実を，直視する必要もある。

なお，重金属からみた安全性については，第２章

で詳述する。

4.バイオマス利活用システムの境界設定

バイオマス利活用システムの評価に際しては，対

象とするシステムの境界設定の妥当性が問題とな

る。このことを，地球温暖化への影響を例に考えて

みる。

温室効果ガスの一つである二酸化炭素（CO2）は，

バイオマスの燃焼などにより放出されるが，これは

もともと生物の成長過程で光合成により大気中から

吸収された二酸化炭素である。つまり，バイオマス

は，私たちのライフサイクルのなかで二酸化炭素を

増加させることはない。この原理は，「カーボン・

ニュートラル」と称される。しかし，地球温暖化へ

の影響は，炭素（C）や窒素（N）の収支だけで計

算することはできない。バイオマスが吸収した二酸

化炭素や窒素ガス（N2）は，メタン（CH4）や一酸

ておく必要がある。また同時に，系外にも，環境汚

染の原因となり得る固形廃棄物・廃液・ガスを排出

するということを，忘れてはならない。集積から変

換までのプロセスにおいて懸念される環境安全性劣

化要因は，適正な対策を講じ，安全な水準を維持で

きるように制御しなければならない。

また，バイオマスの利活用システムから排出され

る物質については，排出先となる土壌・水域・大気の

汚染度が，将来にわたって環境基準以下となるよう

に留意しなければならない。表Ⅲ-2は，各種変換技

術によるバイオマス利活用システムがおよぼす環境

への負荷，およびそれぞれの安全特性をまとめたも

のである。有機性廃棄物を変換し，飼料や堆肥とし

て利用する場合にも，いくつかのリスクがともなう。

重金属・環境ホルモン・ダイオキシン・BSEな

ど，生命の安全を脅かす物質の問題が危惧される現

在，資源の利活用は，安全と安心を支える信頼関係

の構築なしでは成立しない。運命共同体としての信

頼性と，コスト高を覚悟したトレーサビリティーに

よる安全性検証のバランスを，検討すべき時期に来

ている。

作業者の安全性確保と，衛生管理も重要である。

これに関しては，ISO14001・HACCP15)・GAP（適正
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図Ⅲ-1は，牛ふん堆肥と化学肥料の製造・利用に

係わる温室効果ガスの発生量を比較するに当たっ

て，狢・狠・狡３通りの境界を示したものである。

狢の境界は，牛ふん尿が堆肥化施設に輸送されて

以降，すなわち，堆肥化過程から農地における堆肥

利用までの温室効果ガスを対象としたものである。

狠の境界は，狢に，牛の生育と，ふん尿の堆肥化

施設への搬入過程までの温室効果ガスを加えたもの

である。

狡の境界は，狠に，牛の成育に必要な飼料の生産，

および飼料の畜舎への搬入過程で発生する温室効果

ガスを加えたものである。

牛ふん尿や堆肥の輸送は，化学肥料に比べて消費

されるエネルギー量が大きい。牛のゲップでメタン

が，呼吸で二酸化炭素が排出される。飼料を輸入す

ると，輸送にともなう化石資源使用量と温室効果ガ

ス発生量が増大する。食料・飼料の生産に必要な良

質の水や土壌の確保まで考えると，システムの境界

設定が与える影響は，ますます大きくなる。どこま

でを境界に設定するかによって，複数案の評価が逆

転する場合もある。

5.政策による誘導方向17)

市場原理のもとで利活用しやすいバイオマスが先

行取得されると，変換しても採算のとれないバイオ

マスは，放置または廃棄せざるを得なくなる。その

ため，地域全体で考えると循環型社会の形成に資さ

ない事象が起こり得る。このような事態を回避する

化二窒素（N2O）の形で大気へ放出されることもあ

り，これによって，地球温暖化が促進されるからで

ある。二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素は，1mol

当たりの赤外線吸収度が異なり，二酸化炭素に比べ

メタンは約21倍，一酸化二窒素は約310倍程度の温

暖化をもたらすとされている。この例として，堆肥

を製造・利用した場合と，化学肥料を製造・利用し

た場合とを比較してみる。

化学肥料の原料は，大気中の窒素を固定したアン

モニア（NH3）である。アンモニアを１ｔ製造する

ためには，ナフサ775褄が使用される。堆肥を化学

肥料に代替して用いると，ナフサ使用量を減らすこ

とができ，これにともない発生する二酸化炭素の発

生量を削減することができる。化学肥料の製造にと

もなう温室効果ガスの発生量は，「地球温暖化対策

の推進に関する法律」にもとづく「地球温暖化対策

地域推進計画策定ガイドライン」16）から算出するこ

とができる。ナフサ使用による二酸化炭素排出量を

2.223kgCO2/褄とすると，窒素１ｔ当たり0.571ｔの

炭素を排出することになる。一方，堆肥は，堆肥化

の過程で大きなエネルギーを消費しなければ，二酸

化炭素発生量は，バイオマスによる二酸化炭素吸収

量と同等以下になる。しかしながら，堆肥化の過程

では，メタンや一酸化二窒素が揮散する。上記ガイ

ドラインでは，牛ふん尿の堆積発酵で，5kgCH4/頭

/年・３kgN2O/頭/年が発生するとしている。そし

て，一酸化二窒素の発生を抑制しようとすると，酸

性雨の原因物質となるアンモニアの発生量増加につ

ながる。
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【図Ⅲー1】堆肥と化学肥料の利用を比較するための三つの境界1）
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ためには，政策による適正な誘導と産学官の連携が

必要であり，これによって初めて，健全なバイオマ

スの利活用が実現する。

利活用システムの構築に当たっては，発生・収

集・変換・配送・利用の全プロセスを通して，化石

資源使用を抑制し，環境負荷の小さいシステムを選

択することが必要である。長距離輸送のために膨大

な化石資源が消費されたり，再生資源（変換によっ

て製造される製品やエネルギー）保存のために，さ

らにやっかいな廃棄物となる添加物が用いられたり

すると，仮に循環が進んだとしても，持続性という

観点からはマイナスの活動となる。バイオマス利活

用の方法によっては，バイオマスが吸収した二酸化

炭素（CO2）や窒素ガス（N2）を，メタン（CH4）や

一酸化二窒素（N2O）の形で大気へ放出し，地球温

暖化が促進されてしまうこともある。バイオマスの

生産（発生）・輸送・変換にも，エネルギーが使用

されることを考慮しなくてはならない。今後は，

LCAや経済・環境統合勘定のような評価方法を採用

することにより，環境負荷の小さいバイオマス利活

用システムを，指向することが望まれる。有機性廃

棄物の減量化を軽んじ，循環量を増大させてしまっ

ては，本末転倒である。

バイオマス利活用施策を推進するに当たっては，

つぎの事項を検討することが不可欠である。

◎運営組織づくりなどを支援するソフト事業の先行

◎再生資源の需要と流通ルートの確保

◎公共性の高いシステムのランニングコストの一部

公的負担

◎バイオマス発電普及のためのさらなる売電価格の

上昇

◎堆肥などの農地還元利用に係わる環境保全のため

のルールづくり

また，実績の少ないバイオマス変換技術を適用す

る場合には，性能設計の導入が効果的である。変換

施設の耐用年数を，技術の完成度や施設の使用予定

期間に応じて設定できると，経費を削減できる可能

性がある。地域特性を考慮したシステムを構築する

ためには，補助金要件や設計基準が柔軟に設定され

ている必要がある。さらに，法規制の検討18）も不可

欠である。
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