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1．はじめに

1，1研究の背景と目的

バイオマス・ニッポン総合戦略の策定から約

2年が経過し、バイオマスエネルギー利用が本

格的に検討されるようになった。しかし、我が

国におけるバイオマス賦存量の推計は都道府

県単位等の広域を対象とした場合が多く、F　S

調査等の事業化を目的として利用するために

は、市町村単位等の詳細なデータが必要となる。

そこで最新の農林水産統計や地域統計デー

タを用いて、3，204（平成15年10，月末現在）の市町

村別のバイオマス（5系統15種類）賦存量デー

タベースを構築した上で、地理情報システム

（G　I　S）を活用して視覚的に表示させ、バイ

オマスの地理的分布を明らかにする。

12　研究の方法

全国全ての市町村3，204自治体（平成15年10

月末現在）を対象としたバイオマス賦存量デー

タベースの作成方法は以下の通りである。推計

の対象としたバイオマスは、表1に示した5分

類15種類である。まず15種類のバイオマスを市

町村単位で推計する方法について、資料・文献

等を通じて調査する。次に市町村単位で推計可

能かどうかの観点から推計手法・推計式を絞り

込むとともに、関連するデータを収集し、推計

式に基づいて15種類別のバイオマス賦存量を

推計する。さらに、G　I　Sの市町村データと結

合し、バイオマス賦存量の地域分布を視覚的に

表示させる。そしてバイオマスの種翻rlに地理

的分布状況を把握する。

2．市町村別バイオマス賦存量データベー

　ス構築

2．1バイオマス賦存量の推計

表2に各バイオマスの推計手順を示した。詳

細な推計方法を以下に示す。なお、堆肥などで

利用されている量・比率等が明らかなバイオマ

スについては、利用可能量も併せて推計した。

（1）木質系バイオマス

a）林地残材賦存量の推計

　　　　　　　　　　　　　　　111林地残材賦存量（t／年）は、木材需給報告書

による都道府県別の国産材供給量（素材生産

　　　量）（m／年）をもとに、都道府県別森林面積を母

数とする市町村別森林面積率によって市町村

別の国産材供給量を求め、素材として利用でき

る割合（素材利用率）から根株、樹皮、枝条等

を含めた立木全体の材積量を計算した後、林地

残材率と木材比重を乗じて、立木伐採後の林地

に放置される重量を推計した。

b）製材所廃材賦存量の推計

　製材所廃材賦存量（V年）は、木材需給報告書に
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よる都道府県別の製材用素材入荷量から、製材

品あるいは木材チップとして利用された分を

除いた材積量に、製材用素材の比重を乗じた値

　　　　　［21に、工業統計から中分類市都道府県別16木

材・製材業事業所数を母数にした中分類市町村

別16木材・製材業事業所数割合を乗じて市町村

別の製材所廃材賦存量を推計した。

c）造園勇定材賦存量の推計

市町村別の造園廃棄物（都市公園樹木勇定

材）賦存量（げ年）は、市町村別の都市公園面積に

単位面積当たりの勇定枝等発生量を乗じて推

計した。平成14年度Y市の都市公園（面積

15，040．7ha）からの勇定枝等発生量3，300tの実績

値を用いて、1ha当たりの発生量を2．14∀haとし

て推計した。

表1　推計するバイオマスの種類

分類 バイオマス種
①木質系バイオマス （a）林地残材、（b）製材所廃材、（c）造園前定材

②農業系バイオマス （a）稲わら、（b）もみ殻、（c）麦わら

3畜　系バイオマス（a）乳用牛、（b）肉用牛、（c）養豚、（d）採卵鶏、（e）ブロイラー

4食品系バイオマス（a）動物系残渣（b）生活系厨芥類（c）事業系厨芥類

⑤汚泥系バイオマス （a）下水汚泥

表2　市町村別バイオマス賦存量推計手順

①木質系バイオマス

（a）林地残材賦存量

垂璽壷1
根鴇欝た［璽］

（b）製材所廃材賦存量

團一囲　号

匝魎x匿翻
　　　◆

市町村別工場廃材賦存量叱t／年）

（c）造園選定材賦存量

圃・［塑
　　ラ

造囲廃妻物賦存量（ヒ〆年｝

②農業系バイオマス

（a）稲わら賦存量

匝巫遡・［画
◎

市町村慰1梱わら賦篠量仕／年〉

歴｝團
　　畢

（b）もみ殻賦存量

Ei亟亜・［亟藝ヨ
◆

市町村別もみ穀賦召奮（し’年）

匝郵一［亟
匝司・匝壷ヨ
　　畢

（c）麦わら賦存量

匝画・圖
　　　号

市町村別麦わら賦存量（t／牢）

團一匿璽劉
巨璽コ・塵副

畢

③畜産系バイオマス

　（a）牛汚泥賦存量

匝‘匪翻
市町村別牛汚泥賦存量〔tノ年）

團・圃　　　号

（b）豚汚泥賦存量

匝画・團号

圃・團　　◆

（c）養鶏汚泥賦存量

圃1塵翻

巨亟コ・囮
◆

④食品系バイオマス

（a）動植物性残渣賦存量

國・睡翻
　　　号

市町村別効植物牲残渣賦存澱（t／年／）

（b）厨芥類賦存量

圖・薩鋼
　　　号

圏・團
　　　号

市町村別事粟系厨芥類賦存畳（t〆年）

⑤汚泥系バイオマス

（a）下水汚泥

匝麺一圏

一32一



電力経済研究　No．53　2005．4

（2）農業系バイオマス

a）稲わら賦存量の推計

市町村別の稲わら賦存量（V年）は、市町村別の

稲作付面積に単位面積当たりの稲わら発生量

を乗じて推計した。lha当たりの稲わら発生量

　　　　　　　　　　　　　　、“［31は、日本農業土木総合研究所ホームペーソか

ら5，410（kg／ha）とした。

b）もみ殻賦存量の推計

市町村別のもみ殻賦存量（∀年）は、市町村別の

玄米収穫量にもみ殻発生割合を乗じて推計し

た。もみ殻発生割合は、日本農業土木総研HP

から02とした。

c）麦わら賦存量の推計

　市町村別の麦わら賦存量（ザ年）は、稲わらと同

様に市町村別の麦作付面積に単位面積当たり

の麦わら発生量を乗じて推計した。1ha当たり

の麦わら発生量は、日本農業土木総研HPから

3，000（kg／ha）とした。

（3）畜産系バイオマス

a）牛汚泥賦存量の推計

　市町村別の牛汚泥賦存量（げ年）は、市町村別の

飼育頭数に1頭当たりの年問排泄物量を乗じ

て推計した。なお、年間の排泄量は、乳用牛と

肉用牛で異なる。乳用牛の1頭当たりの年間排

泄物量は、家畜ふん尿の特性と処理利用の基礎

　　［41
知識より16，425kg、肉用牛は7，300kgを利用し

た。

c）豚汚泥賦存量の推計

　牛と同様に市町村別の豚汚泥賦存量（げ年）を

推計した。豚1頭当たりの年間排泄物量は、家

畜ふん尿の特性と処理利用の基礎知識より

766．5kgを利用した。

d）鶏汚泥賦存量の推計

　牛・豚と同様に市町村別の鶏汚泥賦存量（げ

年）を推計した。排泄量は採卵鶏とブロイラー

で異なる。採卵鶏1羽当たりの年問排泄物量は、

　　　　　　151畜産環境大辞典より49．6kg、ブロイラーは

47．5kgを利用した。

（4）食品系バイオマス

a）動植物性残渣賦存量の推計

市町村別の動植物性残渣賦存量（げ年）は、都道

府県別の動物性残渣排出量に、工業統計から中

分類市町村別12食品製造業事業所及び13飲料・

たばこ・飼料製造業事業所数を母数とする中分

類都道府県別12食品製造業事業所数及び13飲

料・たばこ・飼料製造業事業所数割合を乗じて

推計した。

b）厨芥類賦存量の推計

　市町村別厨芥類賦存量（ガ年）は、一般家庭

から排出される生ごみが中心となる生活系厨

芥類と、ホテルや外食産業、百貨店（食品売場）、

スーパー、コンビニエンスストアー等の食品廃

棄物、調理屑等、食品工場以外の事業所から排

出される事業系厨芥類から構成される。

　生活系厨芥類賦存量（げ年）は、市町村別の

生活系ごみ排出量に、生ごみ等の処理及び有効

　　　　　　　　　161利用に関する調査報告書から求めた厨芥類

割合0．3を乗じて推計した。

　同様に事業系厨芥類賦存量（げ年）は、市町村別

の事業系ごみ排出量に、生ごみ等の処理及び有

効利用に関する調査報告書から求めた厨芥類

割合0．29を乗じて推計した。

（5）汚泥系バイオマス

　平成13年度版下水道統計行政編第58号1
　［71
巻から、市町村ごとの脱水汚泥発生量（実数）

を下水汚泥賦存量とした。

22　種類別賦存量の分析

　1日当たりの市町村別バイオマス賦存量を

バイオマス種別に集計し、賦存量を分析した。

（1）木質系バイオマス

バイオマスとして利用することが容易と考

えられる製材所廃材及び造園勇定材の合計、さ

らに木質バイオマス全体を合計した賦存量別

（げ目）の自治体件数を図1に示す。
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700パ　1

図1　木質系バイオマスの賦存量別（t1日）

自治体件数

幽治体数

　　　　　　　　　　ヂ
図3　畜産系バイオマスの賦存量別（∀日）
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図2　農業系バイオマスの賦存量別（t1日）

自治体件数

自治体数

孚

図4　食品系バイオマスの賦存量別（t1日）

自治体件数

製材所廃材及び造園勢定材では、W日以上の

賦存量となる自治体が約600件あり、それ以上

の自治体も多く存在することがわかる。また

20t／日以上の賦存量がある自治体も52件ある

ことがわかる。林地残材を含めた木質バイオマ

ス合計では、97自治体となる。

収集コストがかかるため林地残材の利用可

能性は低いが、それらが十分利用できると5～

10∀日の自治体は400件以上となり、収集コスト

を大幅に低減させる技術開発が望まれる。

（2）農業系バイオマス

稲わら、もみ殻、麦わらは大量に発生するが、

現在はかなりの部分がコンバイン等の農業機

具の発達に伴い、細かく裁断し、土壌に還元さ

れている。その3種類の農業系バイオマス賦存

量を合計したものを図2に示す。20～30t未満が

232自治体、30～50t未満が165自治体、50～100t

未満が67自治体、100t以上が7自治体、20t以上

が471自治体となり、全国の約15％の自治体を

占める。但し、これらバイオマスの大部分を占

める稲わらともみ殻は秋の9～10月前後に集

中し、通年利用するためには貯蔵する必要があ

り、実際の利用に際してはそれらが解決すべき

課題である。

（3）畜産系バイオマス

　図3に肉牛と乳牛、養豚、産卵鶏とブロイラ

ーからの発生する汚泥の賦存量を示した。自治

体によって発生する量の差が大きく、ほとんど
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発生しない自治体と5t以上発生する自治体と

に大きく分かれる。

肉牛と乳牛を合わせた賦存量から、日賦存量

5t以上の自治体が1，859件あることがわかる。

10（耽以上見込まれる自治体も282件と非常に多

い。養豚では、5～20tが多く、370の自治体と

なる他、100t以上の自治体も28件となっている。

鶏卵とブロイラーを合わせた賦存量では、5t以

上で577自治体となっている。

（4）食品系バイオマス

図4に示すように食品系バイオマスの中で比

較的利用しやすいと考えられる食品工場等か

ら排出される動物性残渣は、475自治体で日賦

存量が5t以上を越えている。既に有効利用され

ている量は地域により様々であり明確にする

ことはできないが、潜在的なポテンシャルは非

常に高いと考えられる。

生活系と事業系の厨芥類も目賦存量5t以上が

1，069自治体と非常に多い。しかし現在では、

厨芥類と他のごみを分別収集している自治体

はほとんどなく、実際に利用するためには収集

システムの再構築、住民の理解等が必要である。

（5）下水系バイオマス

下水汚泥の賦存量は目量0．1t未満が約3分の

1の自治体となり、人口が集中する都市以外で

はポテンシャルは低いと考えられる。

3．G　I　Sによる地理的分布特性の把握

バイオマス賦存量データベースとG　I　Sの

市町村データと結合し、バイオマス賦存量の地

域分布を視覚的に表示させた。図5にG　I　Sで

表示させた製材所廃材の賦存量分布図の一例

（九州地方）を示した。同様に15種類全てのバ

イオマス分布をG　I　S上で表示させて、それぞ

れの地理的分布特性を表3のように把握・整理

した。

評

か

誰・

ψ

N 。
』
げ

　　　も　硅　　　（囑、

0　　50　　100 200　km

凡例

口市区町村界
製材所廃材賦存量（kg／日）

■■5001－10000

繍2501－5000

、鑛50卜1000

251－500
－
1
0 1－250

51－100

0－50

図5　製材所廃材の賦存量分布図（九州地方

の一例）

　自治別バイオマス賦存量のG　I　S表示を行

うことで、採卵鶏の賦存量が山陽と四国北部の

瀬戸内海周辺部に多いことや、ブロイラーが九

州南部に多い等、データベースだけでは難しい

地理的分布を容易に把握することが可能とな

った。

4、考察と今後の課題

本研究で行った統計データをベースにした

バイオマス賦存量の推計とG　I　Sによる表示

は、自治体主導、ある程度規模の大きい施設建

設の際の初期検討に有効であると考えられる。

今後は、データの更新をするとともに、発生

地点（製材所、養豚場等の各施設）に基づいた

マップを作成することが課題である。
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