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1.自然界での物質移動

バイオマスを，大量かつ特定のルートで移動・集

積させる主体は人間であるが，健全な物質循環の維

持・増進を検討するに際には，自然界の生きもの・

水・風などの力を，常に念頭におかなければならない。

物質循環は，植物の光合成による炭素吸収・根粒

菌やらん藻類による窒素固定・各種微生物による分

解作用など，生きものの営みによって支えられてい

る。流域に散在している栄養塩類や有機物は，水を

媒体として移動し，重力により低いところに集積す

る。動物による物質移動は，重力と逆方向にも動く

重要な輸送経路である。有機物が内在する化学エネ

ルギーの一部は，餌として摂取された後，生活エネ

ルギーに変換される。バイオマスである動物体の運

動には，このエネルギーが用いられる。たとえば，

サケは，種の保全という摂理のなかで拡散している

海の資源を回収し，川の上流へ移動させる。南米ペ

ルー海域諸島のアホウドリ等のふん堆積物であるペ

ルーグアノやコウモリによるバットグアノは，天然

有機肥料となる。また，わが国の河川における普通

種であるヒゲナガカワトビケラは，幼虫期を流水域

で暮らす。石に網状の巣をつくり，流下する有機物

をろ過して餌としている50）。そして成長とともに自

発的な流下を繰り返し，羽化後，河川の上流に向か

って集団で飛行し，産卵する。流下にしたがって低

下した個体群の位置エネルギーは，成虫の飛行によ

って補われ，次世代へと受け継がれていく。すなわ

ち，流下によって増大したエントロピーを，飛行時

に生じた熱として排出し，減少させていると考える

ことができる。物質移動と生態系の係わりについて

は，5－1で詳述する。

2.バイオマスの輸送に係わる留意点

人為によるバイオマスの輸送には，輸送手段の確

保が必要であるとともに，コストと時間がかかる。

輸送コストは，維持管理費に大きくひびいてくる。

畜産ふん尿由来の堆肥や液肥の利用を考えると，畜

産農家・耕種農家とも，ふん尿・堆肥・液肥の輸送

に時間を割くことが難しかったり，重労働に耐えら

れなかったりするという現状にある。このため，堆

肥や液肥の利用を推進するためには，農地への散布

サービスが不可欠になりつつある。輸送・施用に要

するコスト・エネルギー・時間のみから考えると，

堆肥より化学肥料の方が有利である。単位窒素量で

比較すると，化学肥料を１とした堆肥およびメタン

発酵消化液の容積は，それぞれ40・170にもなる。

輸送手段としては，車が使われることが多い。効

率的な輸送のためには，道路が整備されているとと

もに，搬入や一時的貯蔵のための場所の確保が重要

となる。車での輸送とともに，肥培灌漑・生ごみデ

ィスポーザー・パイプライン真空圧送技術の応用・

【3－1】バイオマス利活用における
輸送問題

バイオマスの利活用は，バイオマスの収集・変換・需要（利用）があって成立する。
一般的に，バイオマスの発生場所と，堆肥化・メタン発酵・炭化などにより変換を行
う場所，および再生資源の需要場所は異なり，それらを結びつけるためには輸送行為
が必要になる。本章では，輸送の観点からバイオマス利活用を推進する上での問題点
の所在，および展開方向についてとりまとめる。また，廃棄物系バイオマスの変換お
よび再生資源の農地施用を例に，リソース・マイル（Resource Mile：以下，RMと記
す）の概念を用いて，バイオマス変換施設の規模・配置を検討する際の支援方法を紹
介する。
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既存の用排水システムの活用なども，検討の余地が

ある。

ごみの分別（生ごみの脱水），指定箇所への持ち込

み，再生資源の持ち帰りなどで，地域住民がより積

極的な役割を果たしたり，ボランティアによる貢献

があったりすると，従来行政が負担していた輸送コ

ストを軽減することができる。

また，バイオマス利活用システムは，変換の方法

と地域特性によって，適正な空間規模が異なる。地

域全体でライフサイクルコストや環境への負荷を計

算し，最適な施設規模と配置を決める必要がある。

一箇所でバイオマス原料から再生資源の完成品を製

造する場合，複数箇所で中間生成物を製造し一箇所

で仕上げる場合，一箇所で中間生成物を製造し数多

くの末端利用場所で仕上げる場合のいずれが適切か

についても，検討する必要がある。たとえば，三浦

半島では，良質堆肥の最終仕上げを，個々の耕種農

家が行っている51）。

バイオマス変換施設は，固定式であることが一般

的であるが，移動式についても比較検討する価値が

ある。このような検討に際しては，輸送を考慮する

ことが不可欠である。輸送手段（車・船・飛行機）

により，化石エネルギーの消費量や環境への負荷量

は大きく異なる。輸送のためのエネルギーに化石資

源が大量に使われるのは望ましくないことから，で

きるだけバイオマスの変換で得られるエネルギーを

燃料として使うことを考える必要がある52)。このた

めの法規制見直しの必要性も，指摘されている。

1.輸送問題検討のために必要な情報

本節53)では，一つの事例地区54)を題材として用い，

輸送面からみたバイオマス変換施設の規模および配

置を検討する。

ここでは，バイオマス変換施設へ持ち込まれるま

でのバイオマスを「有機性廃棄物」，バイオマス変換

施設で生成される製品を「再生資源」と呼ぶ。有機

性廃棄物として畜産ふん尿，変換方法として堆肥化，

再生資源である堆肥の需要場所として畑地を想定す

ると，家畜の飼養場所・ふん尿重量・堆肥重量・そ

れぞれに含まれる肥効成分（窒素など）・輸送距離

などの情報が必要となる。ふん尿発生量や窒素含有

率は原単位情報から，家畜の飼養頭羽数は農林業セ

ンサスや畜産統計などから求める。堆肥化過程では

脱水と窒素揮散が生じるため，ふん尿発生量と堆肥

生成量は異なる。堆肥の需要量は，農地への窒素施

用量と農林業センサスの作付面積から堆肥受け入れ

ポテンシャルを求める方法や，農家へのアンケート

調査により求める方法がある。輸送距離は，実測ま

たは地図を用いて推定することができる。

2.バイオマス変換施設の配置による
コスト比較

有機性廃棄物の最適な空間規模での変換方法を検

討する。具体的には，12市町村からなるＹ地区を事

例として，変換施設の設置数および場所を数通り設

定し，①輸送費，②バイオマス変換施設の建設費お

よび維持管理費（以下，「施設費」と記す），③環境

負荷（エネルギー消費等にともなう二酸化炭素排出

量）を算出し，比較する。本項では，堆肥化に関係

する輸送費に焦点を当て，検討結果を紹介する。

Ｙ地区における各市町村の廃棄物発生量は，図Ⅲ-

5に示す通りである。なお，図Ⅲ-5のなかの再生資源

需要率（●印）は，市町村別の畑面積から筆者らが

仮定した値であり，後述の検討で用いる。市町村間

の距離を算出するに当たっては，基点を，各市町村

の市役所または役場とした。各市町村内における廃

棄物の収集運搬費は，各種の有機性廃棄物が，基点

から５km離れた地点にあるものとして算出した。

有機性廃棄物を輸送する場合の輸送経路を，図Ⅲ-

6のように想定した。道路整備が十分でない経路は，

検討の対象に含めなかった。図Ⅲ-6のなかの数値は，

市町村間距離（km）である。堆肥の需要位置は，堆

【3－2】輸送からみたバイオマス変換
施設の規模および配置の検討
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【図Ⅲー5】Ｙ地区の有機性廃棄物発生量と再生資源需要率



わらず施設規模が同じであるため，施設費は同じ値

になる。輸送費は，輸送する有機性廃棄物量および

堆肥量と輸送距離により変化する。今回の検討では，

Ａ市に設置する場合が最も小さくなり，ついで，Ｃ

町，Ｌ町の順となり，ほぼＹ地区の中心に近い市町

村への設置が有利という結果になった。

２箇所以上設ける場合については，施設の設置場

所およびそれぞれの市町村からどこの施設へ輸送す

るかの組み合せが非常に多くなるため，総費用

（CTotal）を最小化することを目的とした次式によっ

て最適化問題を解く。

２箇所の場合は，Ａ市とＦ町，３箇所の場合は，

Ａ市・Ｆ町・Ｈ町に設置した場合が，最も総費用は

小さくなった。また，施設数を増加させることによ

る輸送費用の低減効果よりも，集約的に変換するこ

とによる効果の方が大きいため，施設数が増えるに

したがい，総費用が大きくなった。

3.リソース・マイルによる検討支援方法

実際の事業計画においては前項のようなコスト計

算が必要であるが，ここでは，想定される数多くの

バイオマス利活用のアイデアを簡単にスクリーニン

グするために，リソース・マイル（RM）という指

標を用いて，輸送面からの検討を試みた。変換の方

法として，堆肥化・メタン発酵・炭化をとりあげた。

RMは，バイオマス資源の重量と輸送距離の積の累

計値である。すなわち，有機性廃棄物発生重量Ｘ1

（t/年）と発生場所からバイオマス変換施設までの距

離Ｙ1（km）との積（RM1），再生資源重量Ｘ2（t/年）

とバイオマス変換施設から需要場所までの距離Ｙ2

（km）との積（RM2）の和を，RM(t･km/年)と定義す

る（図Ⅲ-7）。RMが小さいということは，輸送コス

トや輸送にともなう環境負荷が少ないということに

なる。

肥需要量を制約条件とし，輸送費が最も小さくなる

ように輸送先市町村を選定した。

施設費の算出に当たっては，「下水汚泥処理総合計

画策定マニュアル」55)・「廃棄物処理施設コンサルタ

ント業務標準検討報告書」56）を用いた。

（1）廃棄物輸送費

（生ごみ・農作物残さ・下水汚泥・木くず）

輸送費については，つぎに示す有機性廃棄物の種

類別費用関数を用いた。

（2）廃棄物輸送費（し尿・浄化槽汚泥，

有機性汚泥・動植物残さ・動物のふん尿）

（3）費用の比較

すべての有機性廃棄物を対象に，Ｙ地区内に堆肥

化施設を１～３箇所設置した場合について検討した

（表Ⅲ-16）。１箇所設置する場合は，設置位置に係
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【図Ⅲー6】Ｙ地区内の市町村位置と想定輸送ルート

Y1=3.06Nt＋Ct×Nt＋0.477×10-6Gt×Lt ･････式（1）
Y1：輸送費（百万円/年）
Nt：トラック必要台数（台）
Ct：人件費単価（百万円/人･年）
Gt：軽油単価（円/褄）
Lt：トラック年間走行距離（km/年）

Y2=3.673Nv＋2Ct×Nv＋0.433×10-6Gv×Lv

＋21×10-6Gv×T ･････式（2）
Y2：輸送費（百万円/年）
Nv：バキューム車必要台数（台）
Cv：人件費単価（百万円/人･年）
Gv：軽油単価（円/褄）
Lv：バキューム車年間走行距離（km/年）
T：吸泥・排泥などのための操作時間（時間/年）

CTotal = Cf＋Ct ･････式（3）
Cf = ΣＦ（ΣS1i）
Ct = ΣG（S1i，S2i，Lij）

CTotal：総費用
Cf：施設費（建設費および維持管理費）
Ct：有機性廃棄物を堆肥化施設まで輸送するための費用および

堆肥を需要市町村へ輸送するための費用
S1i：市町村ｉの有機性廃棄物排出量
S2i：堆肥化施設を設置した市町村ｉの堆肥生産量
Lij ：市町村ｉと市町村ｊの距離
F：有機性廃棄物量S1に対応する施設費用関数
G：輸送量S1，Ｓ2と距離Ｌに対応する輸送に
関する費用関数



残存率である。市町村名は，図Ⅲ-5・図Ⅲ-6に対応

している。バイオマス変換施設の数は，ケース1～7

では1箇所，ケース8では2箇所，ケース9では3箇所，

ケース10では5箇所とした。ケース4では，移動式の

炭化を想定している。RMの計算に際しては，Ａ市

に常駐させている炭化装置搭載のトラックが各市町

村を往復する際の重量として，炭化する有機性廃棄

物重量の1/5を見込んでいる。また，RM2の計算に際

しては，再生資源（炭化物）が炭化した地点から

5km離れたところで利用されるものとしている。

表Ⅲ-18によると，まず，ケース1～3とケース5～7

の比較により，バイオマス変換施設をＹ地区の中心

部であるＡ市と，外縁部であるＢ町に建設した場合

では，RMが1.5倍以上異なることが分かる。RM2は，

変換の方法に影響を受けるため，炭化，堆肥化，メ

タン発酵の順に優位になっている。ケース4の移動式

炭化では，著しくRMが小さくなった。ケース1・

8・9・10を比較すると，施設数の増加にともない，

RMを小さくできることが分かる。一方，表Ⅲ-18の

右端欄は，バイオマスを変換して農地利用する効率

を相対的に表現した指標である。値が小さい方が，

輸送面からみると高効率といえる。炭化物は，肥料

各種の変換方法による重量の変化と窒素残存率は，

表Ⅲ-17のように設定した。たとえば，堆肥化の場合，

脱水や揮散により重量が4割になり，窒素含有量が6

割になるとした。メタン発酵の場合は，生成される

液肥（＝消化液）を，再生資源として農地に施用す

ることを前提とした。炭化の場合は，生成した炭を

土壌改良材として用いることを想定し，重量変化率

と窒素残存率を設定した。

また，有機性廃棄物の収集・変換・需要は，受益

市町村内で完結し，市町村内における有機性廃棄物

の収集と再生資源の搬送距離は，各々5kmと仮定し

た。さらに，再生資源の需要の各市町村への仕向け

割合は，図Ⅲ-5に示す再生資源需要率を受益市町村

内で比例配分した。計算ケースと結果を表Ⅲ-18に示

す。右端のRnは表Ⅲ-17で仮定した再生資源の窒素
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施設数 設置場所 
建設費 維持管理費 計 

収集対象市町村 
施設費（百万円/年） 輸送費 

(百万円/年)

小計 

(百万円/年)

総費用 

(百万円/年)

１ 

2

3

Ａ～Ｌ 

Ａ～Ｅ，Ｇ～Ｌ 

Ｆ 

Ａ～Ｅ，Ｇ，Ｉ～Ｌ 

Ｆ 

Ｈ 

712

644

201

607

201

133

623

547

132

506

132

84

1,336

1,191

333

1,113

333

217

448

320

30

259

30

11

1,784

1,511

363

1,372

363

228

1,784

1,874

1,962

Ａ市 

Ａ市 

Ｆ市 

Ａ市 

Ｆ市 

Ｈ市 

【表Ⅲー16】堆肥化に係わる経費

ＲＭ＝ＲＭ1+ＲＭ2 
＝Ｘ1×Ｙ1+Ｘ2×Ｙ2

再生資源重量 
Ｘ2（t/年） 

Ｙ1（km） Ｙ2（km） 
バイオマス発生量 
Ｘ1（t/年） 

バイオマス発生場所 再生資源需要場所 

バイオマス変換施設 

【図Ⅲー7】リソース・マイル（RM）のイメージ

堆肥化 

メタン発酵 

重量変化率注1） 窒素残存率注2）Rn(-)変換方法 

0.4

1.0

0.6

1.0

炭化 0.05 0.2

注1：有機性廃棄物重量に対する再生資源重量 

注2：有機性廃棄物の窒素含有量に対する再生資源の窒素含有量 

【表Ⅲー17】有機性廃棄物の変換にともなう想定収率



樽本58)は，輸送距離を最小にするための堆肥流通

計画を提案しており，輸送距離と輸送費の関係を精

緻化することができれば，実用的なツールになり得

るだろう。3－2の３項では，RMを重量と距離の積

としたが，輸送のボトルネックが重量ではなく容積

の場合には，容積と距離との積をRMとして試算す

る必要がある。

（2）バイオマス変換の周辺技術

輸送に係わる技術で重要になるのは，バイオマス

変換技術の周辺技術と位置づけられる前後処理であ

る。減量・減容・取り扱い性の改善・安定・均一化

などのために，濃縮・乾燥・攪拌・粉砕・ペレット

化に係わる技術の整備が重要である。堆肥や液肥の

散布機械のさらなる改良は，作業効率の向上や環境

負荷の軽減につながる。

（3）時間の考慮

輸送コストの算出に当たっては，3－2の2項で述

べたように，人件費としての時間が一部考慮されて

いる。畜産農家・耕種農家とも時間のゆとりを重視

する傾向があるため，農家が輸送や再生資源の施用

に費やす時間の積算が，バイオマス利活用を検討す

る際に重要となる。畜産農家の場合は，1日の作業

体系のなかで，どの時間帯に輸送を組み入れること

ができるかを検討しておかなくてはならない。時間

効果よりも土壌改良効果を期待する場合が多いため

単純比較はできないが，RMの比較では，炭化，堆

肥化，メタン発酵の順に優位だったものが，この指

標では，メタン発酵，堆肥化，炭化の順になっている。

以上のように，RMによる解析は，バイオマス変換

施設の規模および配置の検討に一材料を提供する。

なお，ここでの検討では，題材として基本空間単

位を市町村としたが，より詳細な検討では集落とす

べき場合が多いと考えられる。その場合には，ここ

で示した考え方をスケールダウンして用いれば良い。

4.バイオマス利活用における
輸送問題の展開方向

（1）RM概念の拡張

RMを用いた解析は，バイオマス利活用における

輸送問題をマクロに検討するという性格のものであ

る。おのずと限界があるが，いくつかの発展例を述

べる。

次章で詳述するが，島ら57)はGISを用いて，RMの

算出に道路情報を組み込み，堆肥化を例とした輸送

問題の解析方法を開発した。道路データを用いてネ

ットワーク解析を行い，ふん尿発生源～堆肥化施設，

堆肥化施設～畑地の最短距離を求めている。近年め

ざましく発展しているカーナビゲーションシステム

とのリンクも期待される。
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ケース番号 変換方法 
施設設置市町村 
（受益市町村） 

ＲＭ1 
(千t･km/年)

ＲＭ2 
(千t･km/年)

ＲＭ 
(千t･km/年)

ΣＲＭ 
(千t･km/年) ΣＲＭ/Ｒn

炭化 

堆肥化 

堆肥化 

堆肥化 

Ａ（Ａ～Ｌ） 

Ｂ（Ａ～Ｌ） 

Ｈ（Ｇ～I，Ｋ，Ｌ） 

Ｊ（Ｊ） 

Ａ（Ａ～Ｅ，Ｇ～Ｌ） 

Ｆ（Ｆ） 

64,577 28,098

Ｆ（Ｆ） 

Ａ（Ａ～Ｅ，Ｇ～I，Ｋ，Ｌ） 

Ｊ（Ｊ） 

Ａ（Ａ～Ｃ，Ｅ） 

Ｄ（Ｄ） 

Ｆ（Ｆ） 

104,156

20,831

167,385

72,525

1,777

1,777

292

23,870

204

1,777

43,609

109,022

5,451

577

61,322

153,305

7,665

31,964

711

711

117

11,789

82

711

104,489

2,488

92,675

2,488

409

35,659

286

2,488

147,765

213,178

109,607

21,408

228,707

320,690

175,050

106,977

95,572

58,641

14,029

292

5,770

117

19,799

409

246,275

213,178

548,035

107,040

381,178

320,690

87,250

178,295

159,287

97,735

堆肥化 １ 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

メタン発酵 

炭化 

炭化（移）注） 

堆肥化 

メタン発酵 

注：移動式炭化 

【表Ⅲー18】変換の方法，施設の規模・配置によるＲＭの比較
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とコストの削減という観点からは，輸送における往

復のうち，一方を無駄にしない工夫が求められる。

また，輸送の頻度，輸送手段である車の稼働率・稼

働時期の集中度，人員配置も，関連して検討すべき

事項である。

●下水汚泥の処理システムと輸送方式（脱水工程まで） 

 

下水汚泥の輸送・処理方式には 
大きく分けて四つの種類があります。 

その他，水処理施設内で脱水，あるいは 
脱水・コンポスト化して， 
④トラック輸送集約処理される 

方式もあります。 

 

（④ﾄﾗｯｸ輸送集約処理） 

水処理施設 

移動脱水車による脱水

①移動脱水車 

流入汚水 
 

②ﾊﾞｷｭｰﾑ車輸送集約処理  

脱　水 

③送泥管圧送集約処理  

ﾊﾞｷｭｰﾑ 
車輸送  

送泥管  
圧 送  

送泥施設 受泥施設 濃　縮 

濃　縮 受泥施設 

（集約処理予定地） 

（集約処理予定地） 

（集約処理予定地） 

脱　水 

濃　縮 

脱　水 

脱　水 濃　縮 消　化 


