
1.生み出される効果の整理

一般的に，事業が生み出す効果は，直接的経済効

果・間接的経済効果・直接的非経済効果・間接的非

経済効果に大別される。このうち，非経済効果には，

環境・経済・社会にもたらされる無形の効果が含ま

れる。

農村地域においてバイオマス利活用システムを導

入した事業（以下，バイオマス利活用事業）では，

間接的経済効果・直接的非経済効果（特に環境

面）・間接的非経済効果（特に地域社会面）でさま

ざまな効果がみられる（表Ⅳ-7）。

バイオマス利活用事業のもたらす効果は，対象と

するバイオマスや導入システムにより異なる。表Ⅳ-

8に，生ごみの堆肥化事業・家畜ふん尿および食品

廃棄物のバイオガス化事業・バイオディーゼル燃料

化事業を例に，各事業から生み出される効果を示し

た。地域住民が参画する生ごみの堆肥化事業や，地

域内の廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料化

事業では，地域住民の環境教育効果や，地域への誇

りときずなの強化といった，社会的な側面での効果

がみられることが特徴的である。

廃食用油や地域で栽培された菜の花を利用したバ

イオディーゼル燃料化への取り組みは，地域に密着

したバイオマス利活用方策として注目されており，

多くの自治体や市民団体による取り組みが広がって

いる。2004年４月に行われた「バイオディーゼル燃

料に関する自治体調査」70)の結果によると，バイオ

ディーゼル燃料化に取り組むきっかけとして，約７

割の自治体が「廃棄物リサイクルの事業として」を

あげており，また，約６割の自治体が「地球温暖化

対策の事業として」と回答している（図Ⅳ-24）。こ

の他，バイオディーゼル燃料化への取り組みの効果

としては，約８割の自治体が「廃棄物のリサイクル」

をあげており，約６割の自治体が「地域住民の環境

意識の啓発」，約４割の自治体が「二酸化炭素の排

出削減」と回答している（図Ⅳ-25）。

 

バイオマス利活用事業 区分 
公共投資 

観光事業 鉄道事業 防災事業 

直接的 
経済効果 

間接的 
経済効果 

直接的 
非経済効果 

堆肥等生成物の販売 

廃棄物処理負担の減少 
地域農産物販売の増加 
地産地消の増加 

環境負荷の減少 

間接的 
非経済効果 

地域住民の環境意識の向上 
地域コミュニティ内のきずなの強化 

物産品販売の増加 

観光客消費の増加 

環境美化改善効果 

地域イメージ効果 

地域経済活動の増大 

交通利便性の向上 

交通公害の減少 

交通手段の快適性 

災害被害の減少 

経済活動の継続 

生命健康の保持 

安心感の増大 

69） 

【表Ⅳー7】事業効果の類型

【3－1】バイオマス利活用システム
から生み出される効果
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バイオマス利活用システムは，環境面・経済面・社会面において，農村地域にさまざ
まな効果をもたらす。本章では，これらの効果を「価値」として定量的にとらえ，多
様な「価値」を統合的に評価するために近年活用されているアプローチを紹介する。
また，生ごみの堆肥化システムを導入した事例について，統合的な評価を行った例を
紹介する。

第Ⅳ部／バイオマス利活用システムの評価手法

バイオマス利活用システムの環境・
経済・社会面での統合的評価

第3章
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2.事業効果の発生メカニズム
－価値の創造－

バイオマス利活用事業が地域にもたらす多様な効

果は，それぞれ「価値」として定量的に評価するこ

とができる。価値の定量化を検討するために，これ

らの価値が創造されるメカニズムを考えてみる。ど

のようなプロセスで多様な価値が創造されているの

かを整理することは，どのようなシステムを構築す

れば良いのかを検討する上で参考になる。

バイオマス利活用事業における環境・経済・社会

的な価値の創造の特徴として，物質循環を介した価

値の創造がある。これは，地域のなかでバイオマス

がカスケード的に利活用されており，物質循環が多

様な価値を生み出しているということである。また，

ステイクホルダーの参画を介した価値創造も特徴的

な事項である。地域のなかの多様なステイクホルダ

ー（地域住民・農家・商店街・学校・行政・NPO・

町内会）が，バイオマス利活用の輪に主体的に関与

していることにより，価値が創造されていく。

たとえば，生ごみの堆肥化システムを導入した事

業では，住民が分別した生ごみを処理事業者が堆肥

化し，その堆肥を農家・住民に販売することによっ

て，有機農産物の生産，それを原料とした加工食品

の生産といった間接的経済価値が発生する。また，

生ごみの発生を起点としたシステムの各プロセスで

は，生ごみの回収段階における地域住民の参画，堆

肥の利用段階での農家の参画，堆肥で生産された農

産物消費段階における学校（学校給食）・食堂・食

品加工業者・消費者の参画がある。地域内の多様な

ステイクホルダーが参画することで，環境保全・リ

サイクルに対する意識向上，地域のきずなの強化と
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生ごみの堆肥化事業 
家畜ふん尿・食品廃棄物の 

バイオガス化事業 
バイオディーゼル燃料化事業 

環境的 
側面 

経済的 
側面 

社会的 
側面 

● 生活系可燃ごみの減少および資源消費の削減 

● 環境負荷（水質汚濁物質の排出・LC-GHG排 

　 出など）の低減 

● 環境保全型農業を行う農家の増加 

● 環境負荷（水質汚濁物質の排出・ 

　 LC-GHG排出など）の低減 

● 環境保全型農業を行う農家の増加 

● 地球温暖化防止 （石油系燃料の 

 　代替使用による二酸化炭素排出の 

　 削減効果） 

● 廃棄物（廃食用油）のリサイクル 

  （地域での資源循環の構築を通し

　 たリサイクル効果） 

● 廃棄物処理費用の軽減 

● 畜産農家のふん尿処理作業時間の 

 　軽減（→規模拡大による収入増） 

● 地域の活性化・農業振興 

　（地域での菜の花栽培との連携を 

　 通した効果） 

● 地域住民の環境意識の啓発 

● 地域イメージの向上 

● 地域住民の環境意識の啓発 

　（家庭からの廃食用油の回収を通 

　 した効果） 

● 地域イメージの向上 

 

● 学校給食の食材へ 

 　の活用 

● 地域農業と地域社  

 　会の連携形成 

　（地元の農産物を 

　 利用した加工食品

　 の開発等） 

 

● 廃棄物処理費用の軽減 
● 商店街の活性化 

● 多くの市民が地域に誇  
　 りを感じるようになっ 
 　た 
● 環境教育教材としての 
　 活用 
● 子供が地域に自信をも 
 　つようになった 
● 地域イメージの向上 

【表Ⅳー8】バイオマス利活用事業により生み出される多様な効果の例

0%

56%

72%
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6%

28%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化対策の事業として 

廃棄物のリサイクルの事業として 

地域活性化の事業として 

農業振興のため 

その他 

無回答 

（N=32,二つまで） 

【図Ⅳー24】バイオディーゼル燃料化に取り組むきっかけ

注：バイオディーゼル燃料に関する取り組みを行っている自治体のみの回答。 

0%

37%

77%

7%

10%

3%

3%

60%

20% 40% 60% 80% 100%

二酸化炭素の排出削減 

廃棄物のリサイクル 

地域の活性化 

地域住民の環境意識の啓発 

農業振興のため 

学校等での環境教育の推進 

その他 

（N=30,二つまで） 

【図Ⅳー25】バイオディーゼル燃料化の取り組みの効果



MFAと重なる部分がある71）。

②IOA（産業連関分析：Input-Output Analysis）

IOAは，産業間の相互関係の記述に着目して，生

産と需要の関係を分析するための手法であり，近年，

環境問題・廃棄物問題への応用が数多く試みられて

いる。従来のIOAは，貨幣勘定によるものが中心で

あったが，物量産業連関表の併用など，物的勘定と

してのアプローチも試みられている。また，MFA・

IOAは，環境勘定体系の一手法としての性格も併せ

もつ。

③環境・経済統合勘定

一国の経済活動のフローとストックを，体系的・

統一的に記録する包括的な統計体系であるSNA（国

民経済計算体系：System of National Accounts）で

は，環境と経済を統合し，環境と経済の相互関係が

把握可能な統計体系を確立するという試みがなされ

ている。国連では，SNAのサテライト勘定として，

SEEA（環境・経済統合勘定体系：Satellite System

for Integrated Environmental and Economic

Accounting）を提唱している。また，オランダを中

心として，従来の貨幣表示による経済勘定に，物量

表示での環境データを付加したNAMEA（環境勘定

を統合した国民経済計算マトリックス：National

Accounting Matrix including Environmental

Accounts）が開発されている。わが国では，内閣府

経済社会総合研究所国民経済計算部において，国際

連合が提唱した1993 年SEEA（環境・経済統合勘

定： System of Integrated Environment and

Economic Accounting）をもととした，「環境・経済

統合勘定」が提案されている。その後，環境負荷物

質に対する貨幣評価手法が国際的にも定まらないこ

と，国連が新たな考え方を踏まえたSEEA の改訂に

着手していることを受け，新たに経済活動量をはか

る国民勘定と，それにともなう環境への負荷を物量

勘定として並列表記する「経済活動と環境負荷のハ

イブリッド型統合勘定」が開発され，1990年・1995

年・2000 年について試算推計が行われている72)。こ

の「経済活動と環境負荷のハイブリッド型統合勘定」

は，NAMEAのフレームワークを採用し，日本の実

情にあうように改良されている。「経済活動と環境

負荷のハイブリッド型統合勘定」の推計結果から，

経済と環境の持続可能性をはかる「環境効率改善指

標」が算定され，「経済的駆動力」と「環境負荷」

との相互関係も把握されている。

いった多様な効果が発生し，地域内に新たな価値を

生み出している（図Ⅳ-26）。

1.マクロ的な分析アプローチ

（1）分析手法の概要

経済活動およびそれにともなう環境負荷量・資源

循環を統合的に把握する試みとして，いくつかの分

析手法がある。

①MFA（マテリアルフロー分析：Material Flow

Analysis / Accounting）

MFAは，ある着目した系に投入される資源やエ

ネルギーと，系から産出される製品・副産物・廃棄

物・汚染物質などについて，その総量，そこに含ま

れる特定の物質や元素の量，それらの収支バランス

を，体系的・定量的に把握する手法である。MFA

には，経済活動にともなうものの出入りの総量をと

らえることに主眼を置くアプローチと，環境面で重

要性の高い特定の物質について詳細に分析するアプ

ローチがある。後者は，SFA（サブスタンスフロー

アナリシス：Substance Flow Analysis）と呼ばれ，

環境中に放出された後の収支も分析対象とされるこ

ともある。また，製品のライフサイクル全体におけ

る物質収支を記述するという意味では，LCAも

188
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生ごみ 

地域住民 
行政 
町内会 

堆肥 有機農産物 
加工食品 

給食の食材 

社会的価値 
（地域住民の環境意識向上 
   地域とのきずなの強化） 

環境的価値 
（環境負荷の軽減等） 

経済的価値 
（廃棄物処理費用の軽減等） 

物質循環 

参画（人の輪） 

農業者 
農協 
販売所 

食品メーカー 
商店街 
学校 
消費者 

【図Ⅳー26】生ごみの堆肥化システムでの価値創造

【3－2】定量化のアプローチ
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（2）資源循環・廃棄物問題への適用

近年，「付帯表（Supporting table）によるアプロ

ーチ」「拡張産業連関表によるアプローチ」を用い

た，資源循環や廃棄物の構造を把握する試みがなさ

れている。

付帯表によるアプローチは，廃棄物の発生に焦点

をあわせ，産業連関表自体には手を加えず，廃棄物

に関する付帯表を作成して廃棄物の分析を行おうと

いうものである。RAS法（産業連関表の投入係数予

測手法として一般的に用いられる方法）により，全

国レベルでの種類別・産業別の産業廃棄物排出量行

列を推計し，これを付帯表として用いることによっ

て，最終需要（家計外消費・民間消費・政府消費な

ど）と産業廃棄物排出量・最終処理量との関係，各

部門の財・サービスの生産から誘発される最終処理

量の分析が行われる73)～75)。

なお，付帯表によるアプローチでは，リサイクル

を直接取り扱うことはせず，さまざまなリサイクル

活動などの結果として事後的に決定される最終処理

量を，分析の対象としている。

拡張産業連関表（Extended input-output table）に

よるアプローチは，廃棄物の処理プロセスに焦点を

あわせ，産業連関表の概念を拡張して，その体系内

に廃棄物処理活動を明示的に組み込もうとするもの

である。この例としては，廃棄物処理・リサイクル

活動に限定した「廃棄物産業連関表」などがあげら

れる。現行の産業連関表は廃棄物の循環を考慮して

いないため，動脈と静脈部門との相互依存関係を分

析することができない。そこで，廃棄物産業連関表

では，この相互依存関係を把握するために，産業連

関表の概念を拡張し，財と廃棄物との間の生産・排

出・変換・処理をめぐる連関関係を，定量的に表示

することができるようになっている。1990年の産業

連関表を用いた，全国水準の「廃棄物産業連関表」

モデル推定の他，地域レベルでの分析への適用も試

みられており，北海道の自治体を対象として廃棄物

産業連関表を推定し，自治体レベルでの廃棄物処理

政策の評価分析が行われている76）77）。

その他，廃棄物勘定の農業部門への適用も試みら

れている。そこでは，1998年農業廃棄物勘定（物量

表）が推計されており，輸入稲わらを国産品で代替

した場合の環境負荷変化量（メタン・亜酸化窒素発

生量等）が試算されている78)。

廃棄物勘定などのアプローチは，全国・自治体

（都道府県・市町村）レベルでの資源循環構造の分

析や，廃棄物処理および資源循環の変化にともなう

環境的・経済的な変化の定量化において有効な手法

である。しかしながら，産業連関表をベースとして

いることから，対象地域の産業構造や，関連する廃

棄物および資源循環に関する統計データの把握が必

要であり，現時点においては，地域での実証分析に

は限界がある。

2.事業効果の統合的な評価

（1）定量化の手法

対象とする事業に関連する直接的・間接的な効果

を幅広く把握し，事業価値として定量化することで，

事業の環境的・経済的な効果を統合的に評価するこ

とができる。

一般的に事業の効果は，事業期間に生じる毎年度

の費用と便益を把握し，それを分析することで評価

することができる（図Ⅳ-27）。評価の対象となる事

業期間は，施設の耐用年数などを考慮して設定する

必要があり，事業終了時のターミナル・バリュー

（施設の残存価値など）も収益として適切に算入す

る必要がある。評価の指標としては，正味現在価値

（NPV：Net Present Value）・費用便益比・経済的内

部収益率などが考えられる。たとえば，正味現在価

値は，事業実施による正味便益の大きさを比較する

ことで，投資の効率性などを判断できる。

バイオマス利活用システムの事業効果は，環境・

経済の視点から，社会全体に対する費用や効果を抽

出し，式（１）を用いて定量的に算定することがで

きる。

間接的経済効果としては，廃棄物処理にともなう

行政コストの削減・地域経済への波及効果などが想

定される。また，ここでいう「経済価値」は，正味

現在価値ベースである。バイオマス利活用事業での

費用便益分析の対象範囲としては，費用面では初期

投資（施設整備費など）・原料（廃棄物など）の調

達段階・処理段階での費用が，一方，便益（事業収

入）においては，生成物（エネルギー・副産物など）

の販売収入・廃棄物の引き取り収入（廃棄物を原料

事業効果＝直接的経済効果十間接的経済効果＋非経済効果

直接的経済効果＝Σ（事業収入－運転費用）－施設設備費　

･････式（１）
運転費用：原材料費・運搬費・エネルギー費用・補修費・人件費など

事業収入：生成物（エネルギー・堆肥など）販売収入，廃棄物引き取り収入



たとえば，二酸化炭素（CO2）排出削減効果につ

いては，排出抑制費用・排出量取り引きのシミュレ

ーション結果などが用いられており，今後は，二酸

化炭素排出権市場の価格データから推計する手法も

有効である。その他，水処理法による削減コストに

もとづく窒素（N）・リン（P）削減効果の算定，廃

棄物処理の市場価格にもとづく廃棄物抑制効果の算

定も試みられている。

また，無理に貨幣換算するのではなく，項目間の

重みづけ評価や定性的な評価により，代替案（たと

えば，バイオマス利活用事業を実施しない場合，バ

イオマス変換技術以外の処理を行う場合など）と比

較する手法も効果的である。ただし，項目間の重み

づけ評価を行う場合には，重みづけ係数を策定する

必要がある。策定方法としては，科学的な知見や専

門家の意見をもとにしたり，ステイクホルダーの意

見をもとにしたりするなど，さまざまな方法がとら

れている。その際には，恣意（しい）的にならない

よう留意する必要がある。

（2）評価に当たっての留意点

事業効果の評価に当たっては，以下の点に留意す

る必要がある。

として利用するケース）などの直接的な事業収入が

考えられる。また，費用削減・回避額も，経済的効

果として算入することができる。経済的な側面にお

いては，社会的負担分・廃棄物の処理コスト（自治

体などで燃焼処理されている場合のトータルコス

ト）などの把握が必要とされる。

地域での環境・経済・社会の視点から事業効果を

算定する場合，環境改善効果・社会的な効果などを

いかに定量化（たとえば，貨幣換算）するかが課題

となる。

環境への効果などの直接的な計測が困難なものを

定量的に評価する手法として，CVM・コンジョイ

ント分析（コラム３）・トラベルコスト法・ヘドニッ

クアプローチ・代替法・便益移転などがある79)。特

に，CVMやコンジョイント法は適用範囲の広い手

法であり，原理的にはあらゆる外部経済効果に適用

可能である。しかし，実際に金銭的に取り引きされ

ていないものの価値を，質問紙調査などにより把握

して評価する手法であることから，誤差（バイアス）

が発生するといった適用上の課題が残されている。

企業の環境報告書や自治体の環境会計などにおい

て，環境改善効果等の算定に用いられている係数を，

表Ⅳ-9に示す。
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-○円 
（設備投資額） 

直接的経済便益 
（現在価値） 

事業期間（年） 
0年 1年 2年 3年 4年 Ｘ年 

（事業終了年） 

環境的・社会的 
便益 

（現在価値） 

事業収益 
（事業収入-運転費用） 

経済的費用 
（現在価値） 

-○円 
（追加投資額） 

間接的経済便益 
（現在価値） 

○円 ○円 ○円 ○円 ○円 

○円 

波及的経済効果 
（例：廃棄物処理 
　費用の軽減・回避） 

社会的割引率による現在価値化 

○円 

ターミナル・ 
バリュー ○円 ○円 ○円 ○円 ○円 

物量単位を貨幣単位に換算 

社会的割引率による現在価値化 

社会的割引率による現在価値化 

【図Ⅳー27】事業効果の評価スキーム



 

項　目 

大気 水 廃棄物 
算定の考え方 出典 

文献81)
二酸化炭素 
(818円/tCO2)

廃棄物 
(15,000円/t)

－ 

仮に廃棄物等をまったく使用しなかった場合のセメントの

環境負荷を逆算し，これと廃棄物等を使用した当該年度の

セメントの環境負荷とをインベントリ比較。両者のインベ

ントリの差(環境保全物量効果)に，太平洋セメント（株）が

仮定した市場価格を乗じて換算(独自手法)。 

文献83)
二酸化炭素 

(6,370円/tCO2)
－ － 

平成14年度に，三重県が県内の36事業所の自主参加を得

て実施した，排出量取り引きシミュレーション事業の結果

をまとめた文献82）による。 

文献84)
二酸化炭素 

(8,000円/tCO2)
－ － 

国連気候変動枠組条約にもとづく共同実施活動プロジェク

トの平均コスト。 

文献85)
二酸化炭素 

(9,425円/tCO2)
－ － 

環境省実施の京都議定書における目標達成のための，日本

での二酸化炭素排出抑制費用の試算および炭素税試算によ

る，最大値34,560円/tCO2より算出。 

文献86)－ － 

全窒素 
(1,030,000円/t) 

全リン 
(1,945,000円/t)

農業集落排水施設の脱窒素費,脱リン費による。 

文献88)
硫黄酸化物 

(345,000円/t)
－ － 

企業が意思決定に使えるような企業や組織単位の内部環境

会計を検討する3箇年調査のうちの,１年目の成果である文

献87）による。 

文献85)

窒素酸化物 
(66,315 円/t) 
硫黄酸化物 

(50,159 円/t)

－ 
地下水 
(36円/t)

過去の環境負荷抑制費用の推算値より設定された「環境・

経済統合勘定」。実際に生じた環境の質的・量的変化を，

ある水準に維持しようとする場合に必要とされたであろう

費用によって間接的に評価。 

文献95） 
二酸化炭素 
(700円/tCO2)

－ 
水 

(503円/t)

欧州の二酸化炭素排出権市場で用いられている値。2002

年4月の開始時点では£5/tCO2で，その後上昇したものの，

2003年3月時点では£2.75/tCO2まで下落。 

文献94） － 

比較的無害で 
特別管理産業廃棄物 
に該当しない廃棄物 
(15,000円/t) 
有害な 

特別管理産業廃棄物 
(200,00円/t) 

 

－ 

事業活動を通しての環境リスク低減効果について，指標と

して「外部経済効果(EEBE：External Economical　

Benefit Evaluation)」の考え方にもとづき評価。 

文献93） 

二酸化炭素 
(700円/tCO2) 
窒素酸化物 
(35,000円/t) 
硫黄酸化物 
(40,000円/t)

廃棄物 
(15,000円/t)

COD 
(120円/t)

二酸化炭素は，文献90）のなかで示されている限界費用(

＄6.27/tCO2)を円換算。窒素酸化物・硫黄酸化物は，それ

ぞれ文献91）のなかで示されている限界費用(£190.00/t)

・(£220.69/t)を円換算。CODは，文献92）の値を円換

算。廃棄物は，廃棄物最終処理の市場価格を参考にして設

定。 

文献89） 

二酸化炭素 
(14,607円/tCO2) 
窒素酸化物 

(287,758円/t) 
硫黄酸化物 

(442,592円/t)

廃棄物最終処理量 
(1,519,128円/t)

BOD 
(292円/t)

EPS ver.2000による。環境負荷が人間健康・生態系・非

生物資源・生物多様性に与える被害量を求め，これを金銭

換算するための係数を用いて統一指標(ELU：

Environmental Load Unit)を作成。二酸化炭素の換算係

数を1.0としたときのそれぞれの換算係数を，窒素酸化物は

19.7，硫黄酸化物は30.3，BODは0.02，廃棄物最終処

理量は104.0としている。 

【表Ⅳー9】環境改善効果等の算定に用いられている貨幣換算係数の例80）
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に応じ，主要な影響要因（たとえば，廃棄物引き取

り料・対象バイオマス量・堆肥販売価格）を抽出し，

その変動度合いを把握した上で，感度分析により影

響度合いを把握する。

感度分析の手法としては，「要因別感度分析（一

つの前提条件と仮定が変動した場合の，分析結果の

範囲を把握する手法）」「上位ケース・下位ケース分

析（良好なケースと悪化するケースを設定し，分析

結果の幅を把握する手法）」「モンテカルロ感度分析

（主要なすべての前提条件と仮定の変数に確率分布

を与え，モンテカルロシミュレーションによって，

分析結果の確率分布を把握する手法）」があり，な

かでも，複数の前提条件や仮定の変動を加味した分

析手法である「モンテカルロ感度分析」が効果的で

ある。

また，家畜ふん尿・生ごみなどの利活用の事例で

は，廃棄物処理料を十分に転嫁することが難しく，

施設整備に対する補助金を加味しても，事業収支が

マイナスとなるケースが多い。この場合，自治体事

業であれば，公的部門が事業収支の赤字を負担する

こととなる。負担に見合うだけの事業効果が発揮さ

れるかどうかを検討することが重要である。

図Ⅳ-28は，バイオマス利活用事業における評価の

第一に，バイオマスを焼却・埋め立て処理するケ

ースと，その他のバイオマス技術を適用するケース

との比較検討を行うことが必要である。特に，焼

却・埋め立て処理するケースでは，公的負担などの

社会的費用を把握し，的確に算入することが求めら

れる。

第二に，間接的な経済効果や環境効果のなかには，

住民の環境教育効果など，貨幣化が困難な項目も少

なくない。定量化が難しい場合には，定性的な価値

項目として把握し，費用対効果を吟味することが必

要である。

第三に，事業の健全な運用と地域住民への説明責

任の観点から，将来の不確実性を考慮した事業評価

を行うことが重要である。

これらの留意事項は，一般的な事業評価の留意点

と共通するものであるが，地域におけるバイオマス

利活用事業では，特に，第二・第三の留意点に対し

て，的確に対応することが求められる。

バイオマス利活用事業では，バイオマスの発生量

や性状が変動することに加え，処理料，生成物の販

売価格・販売量の予見が難しいなど，費用と便益に

関する影響要因が多岐にわたる（表Ⅳ-10）。

不確実性の検討に関しては，地域特性や事業特性
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バイオマス引き取り収入 

区　分 項　目 要　因 

費　用 

受け入れ原料の量 

収集エリア 
原料の収集コスト 

処理用地 
（処理施設用地，廃棄物・生成物の保管場所等） 

輸送手段（トラック・鉄道等） 
輸送距離 
一回の輸送量 
輸送頻度 

敷地面積 
建物（延べ床面積） 

施設設備費 
（処理施設本体・ユーティリティー等） 

処理能力（一日） 
減価償却年数（耐用年数） 

量（処理量） 

原料調達 

バイオマスの変換 

生成物の販売 

資金調達コスト 
税金 
施設整備への助成措置 
現在価値への換算 

便　益 

その他 

人件費 
作業員数 
単価（年間） 

処理残さ等の処理費 
処理残さ等の発生原単位 
処理単価（輸送コストを含む） 

生成物の販売価格 販売価格 

バイオマスの引き取り 引き取り料（処理料） 

金利 
税率 
補助率 
社会的割引率 

ランニングコスト 
（電力・熱・各種原材料等） 

エネルギー使用原単位 
薬品等の原材料使用原単位 
補修費 
稼働日数（稼働率） 

【表Ⅳー10】費用と便益への主な影響項目



（1）直接的経済効果

生ごみの堆肥化事業を考えた場合，直接的な経済

効果は，式（２）により算定できる。

生ごみの処理量の変動を適切に反映できるよう，

運営費に関しては，固定費と変動費（生ごみの処理

量に応じた経費）に分けて算定することが望ましい。

また，家畜ふん尿・食品廃棄物などの産業廃棄物を

受け入れる場合には，その処理費収入も期待できる。

一方，費用としては，堆肥化施設（発酵槽・受け入

れ施設・土壌脱臭棟・汚水処理施設など）の整備費，

ランニングコスト（施設管理に係る人件費，ごみ投

入・堆肥袋詰・もみがら収集運搬などに係る人件

費，光熱水費，修繕費など）があげられる。

（2）間接的経済効果

間接的経済効果としては，生ごみの堆肥化事業の

実施により可燃ごみが減少し，従来の埋め立て・焼

却処理による行政経費が軽減されることから，その

効果を算入することができ，式（３）で定量化する

ことができる。

フロー図である。まず，事業において適用する技術

や規模を設定し，直接的経済効果項目として事業の

正味現在価値を算定する。つぎに，廃棄物処理コス

トの削減効果と，バイオマスの地域循環利用による

窒素（N）の負荷削減効果等の効果項目を把握し，

定量化できるものについては貨幣換算する。最後に，

上記で算定した事業の正味現在価値と効果の評価額

との総和が負の値となれば，その他の効果項目（た

とえば，環境教育効果等）について定性的に把握・

分析し，事業評価額の負の値（事業実施にともなう

社会的負担額）に見合う事業効果が期待できるのか

どうかを吟味する。自治体の事業であれば，事業評

価額の負の金額は，自治体の財政負担で対応するこ

ととなり，最終的には，納税者である住民に負担を

強いることとなる。検討に当たっては，世帯当たり

の金額を算定するなどして，事業の妥当性を分かり

やすく住民に示すといった配慮も必要である。

1.定量化項目の特定と条件設定

ここでは，生ごみを堆肥化して利活用する事業を

例に，環境・経済的な効果を定量化し，統合的に評

価する手法について述べる。
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直接的経済効果項目の抽出 

バイオマス利活用事業シナリオの設定（適用技術・事業規模等） 

事業効果の評価額 
例：世帯当たりの金額を算定 

将来の不確実性の加味 
変動幅や確率分布等の設定 

定量化 
事業収入・運転費用・ 
施設設備費から算定した 

正味現在価値 

間接的経済効果・環境効果項目の抽出 

定量化 
窒素削減効果の貨幣化， 

廃棄物処理の行政コストの削減等 

定性的効果項目 
住民の環境教育効果・ 
地域農業と地域社会の 

連携形成等 

定性的な効果項目と比較し， 
費用対効果を検討 

定量化が 
困難な項目 

評価額≧0 評価額＜0

【図Ⅳー28】バイオマス利活用事業における評価のフロー

【3－3】生ごみの利活用事業における
環境・経済的効果の統合的評価

評価額

＝堆肥等の販売等による事業収入(円/年)

－施設整備費・運営費等の事業に要する費用(円/年)

･････式（２）



もつ項目にさまざまな確率分布を設定し，分析を行

う。不確実性の特性を十分に把握し，それぞれの不

確実性に確率分布をあてはめることで，不確実性を

定義する。分布型のタイプは変数の特性によって決

定され，一般的には，正規分布・三角分布・対数正

規分布・一様分布などの分布型があげられる。設定

に際しては，類似事業でのデータから推定すること

が望ましいが，十分な知見が得にくいバイオマス利

活用事業では，確率分布を正確に設定することは難

しい。ここでは，上限値・下限値・中央値を設定し，

三角分布を用いて分析を行った。

生ごみの堆肥化事業における主な不確実性として

は，以下の事項があげられる。

（1）受け入れバイオマスの量

算定する家庭からの生ごみ発生量は，生活スタイ

ルなどにより変動がみられる他，分別回収の実施率

なども考慮し，計画数量を下まわる可能性について

も加味する必要がある。なお，生ごみの他，家畜ふ

ん尿や食品廃棄物などの受け入れを行う場合には，

畜産農家の飼養動向や食品企業の動向も加味しなけ

ればならない。

（2）堆肥の販売単価

生産される堆肥（液肥）などの販売価格は，堆肥

の需給動向や農家の意向に左右される。また，堆肥

や液肥の利用時期には季節性があることから，過剰

な在庫が残った場合には，価格を安くして処理せざ

るを得ないという場合もある。特に，数千ｔ規模の

堆肥生産を行う場合には，価格低下のリスクを見込

む必要がある。

（3）生ごみの処理費用の削減効果

可燃ごみの処理コストは，地域により大きく異な

る。また，最終処理料の上昇が見込まれるが，その

上昇率はさまざまな要因によって変動する。地域の

状況を加味した変動幅の設定が重要となる。

（4）窒素の排出削減効果

窒素（N）の削減コスト原単位については，地域

での窒素負荷削減対策の動向を加味しつつ決定する

ことが重要である。地域での窒素による環境負荷を

抑制する対策は，生活排水処理での対策，農地など

での面源対策など多岐にわたっており，そのコスト

もさまざまである。地域の状況を加味した変動幅の

（3）直接的非経済効果

事業の直接的非経済効果として，堆肥化すること

による窒素（N）の削減があり，式（４）で定量化

することができる。

たとえば，農業集落排水施設での脱窒素費をもと

に，窒素削減効果が1,030円/kgと試算されている86)。

農地の施肥由来の窒素が地域環境に与える負荷の抑

制が課題となっているなかで，閉鎖性水域周辺地域

などでは，堆肥化による窒素の環境負荷総量の削減

は重要な課題であるといえる。

2.算定の際のその他の要因の設定

（1）算定期間

事業の生み出す価値を算定する場合，事業の実施

期間を設定し，その期間に発生するすべてのコスト

と収益を算入する必要がある。一般的に，ごみ処理

施設の耐用年数は15～20年であるが，設備によって

は耐用年数を待たずに大規模な修繕が必要となり，

追加的な設備投資を要することもある。ここでは，

耐用年数を15年として評価を行った。

（2）社会的割引率

公共事業の評価に際しては，建設省（現，国土交

通省）の「社会資本整備に係る費用対効果分析に関

する統一的運用指針（平成11年３月）」などを踏ま

え，社会的割引率には，４％が広く用いられている。

一方で，地球環境問題などに係る環境便益は，将来

の世代の利益とも考えることができ，低い割引率を

設定する場合もある。より低い値を加味した感度分

析が効果的である。

3.不確実性の分析

不確実性の分析手法であるモンテカルロシミュレ

ーションには，Crystal Ball（米国Decisioneering社），

＠RISK（米国Palisade社）などの，Microsoft Excel

のアドインソフトを活用することができる。

モンテカルロシミュレーションでは，不確実性を
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評価額＝事業実施による窒素の削減量(kgT-N)

×窒素削減費用(円/kgT-N) ･････式（４）

評価額＝生ごみの処理量(t/年)

×可燃ごみ１ｔ当たりの処理費(円/t) ･････式（３）
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した場合のモンテカルロ感度分析の結果である。横

軸は事業効果（年間の世帯当たり金額で表示）を表

し，縦軸は10,000回試行した結果の確率，および度

数カウントを示している。設定した不確実性項目の

変動に応じて事業効果の数値が変動することが確率

分布として示されており，変動幅と起こり得る確率

が視覚的に示されている。なお，事業効果がマイナ

スになっているのは，各効果算定額の総和が総事業

費を下まわったためである。事業主体が自治体であ

る場合には，一般的に，このマイナス分が追加的な

公的負担で処理されることとなるため，事業実施に

よる社会的負担額の追加になると読み替えて良い。

バイオマス利活用事業は，実施期間が長期にわたり，

これまでの経験も少ない分野であることから，不確

実性を加味した事業評価を行うことも必要である。

設定が必要となる。

4.生ごみの利活用事例の分析結果

表Ⅳ-11のような条件下での事業効果の試算結果

を，図Ⅳ-29に示す。ここでの事業効果は，全事業期

間（15年間と設定）に生じる直接的経済効果（事業

収入・運転費・施設整備費等から算定），生ごみの

堆肥化による可燃ごみ処理費の削減効果（貨幣換

算），堆肥の利用による窒素負荷削減効果（貨幣換

算）の総額を算定し，世帯当たりの金額として表示

したものである。事業効果の評価額は，一年当たり

約585円/世帯（一定の不確実性を加味した場合には，

95％の信頼度において，約-1,613～1,889円/世帯（図

Ⅳ-30））と試算された。図Ⅳ-30は，不確実性を加味

項目 モデル条件 不確実性の設定（仮定） 

施設整備費 96千万円 

6.4～9.6千円/t 
（8千円/tを頂点とした三角分布による） 

－ 

ランニングコスト 3.24千万円/年 － 

生ごみ収集費 8千円/t

4.29～7.05千t/年 
（6.13千t/年を頂点とした三角分布による） 

生ごみ（家庭系） 
6.13千t/年 
（21,000世帯を対象） 

【販売価格】2,560～3,840円/t 
（3,200円を頂点とした三角分布による） 

堆肥 
【販売価格】3,200円/t 
【数量】2.20千t/年 

19,200～28,800円/t 
（24,000円を頂点とした三角分布による） 

可燃ごみ処理経費軽減効果 【処理費用】24,000円/t

【削減費用】721～1,082円/kg 
（1,030円を頂点とした三角分布による） 

窒素削減効果 
【排出削減量】25,141kg/年 
【削減費用】1,030円/kg

－ プロジェクト対象期間 15年間 

－ 社会的割引率 4％ 

【表Ⅳー11】生ごみ堆肥化事業の評価における設定条件

単位：円/世帯・年 
-1,000-2,000-3,000-4,000-5,000-6,000-7,000-8,000-9,000 1,0000

直接的経済効果（事業収支） 

直接的経済効果（事業収支）＋窒素削減効果 

直接的経済効果（事業収支）＋可燃ごみ処理経費削減効果 

直接的経済効果（事業収支）＋可燃ごみ処理経費削減効果＋窒素削減効果 

【図Ⅳー29】生ごみ堆肥化事業における効果の試算結果



社会インフラの両面）が重要であり，環境・経済・社

会面での統合的な評価手法の活用が期待される。
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将来の追加的な社会的負担発生の可能性やその程度

を事前に把握することができるアプローチは，バイ

オマス利活用事業の実施検討において有効な手法と

なる。

つぎに，主な不確実性項目に関して感度分析を行

った結果を，図Ⅳ-31に示す。これはトルネードグラ

フによる感度分析であり，対象予測値に対する設定

変数を独立に変動させ，結果に対する各要素の影響

度を分析する方法である。各変数の変動幅に対する

予測値の最大値と最小値の幅がグラフで示されてい

る。図Ⅳ-31では，分析対象予測値は世帯当たりの事

業効果（横軸に示されている）であり，分析対象予

測値に対する変数（縦軸に示された項目）は，生ご

み投入量・可燃ごみ処理費などの不確実性項目であ

る。変数ごとに，基準値からプラス・マイナス10％

変動（棒グラフ横に示された数値）した場合の事業

効果の値が，棒グラフとして示されている。生ごみ

の投入量が，最も重要な項目であり，ついで，地域

での従来方式での生ごみの処理費用，対象とする生

ごみの収集費が重要な項目となっていることが分か

る。この結果から，生ごみ堆肥化事業のシナリオ検

討において事業効果をより効率的に向上させるため

には，第一に，対象とする生ごみを着実に確保する

方策の検討，第二に，従来方式での生ごみの処理費

用が高い地域での重点実施，第三に，生ごみ収集の

効率化（収集コスト削減）の検討が重要であること

が示唆される。

事業評価アプローチに感度分析を適用することに

よって，事業効果への影響度合いを把握することが

でき，対象とする地域の状況や適用技術の特性を加

味したシステム設計を行うことが可能となる。今後，

地域でのバイオマス利活用事業の検討においては，

さまざまな間接的効果（環境的・経済的・社会的）を

最大化させるような仕組みづくり（事業スキーム・
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信頼度95％ 

事業効果（円/世帯・年） 
試行回数 10,000 表示値 9,953
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【図Ⅳー30】不確実性を加味した分析結果
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【図Ⅳー31】堆肥化事業の主な不確実項目に関する感度分析


