
資料１－２ バイオマス量推計手法

１

整備機構 1998「家畜ふん尿処理・利用

手引き」）より、家畜排せつ物の発生量を作成した。

・ 家畜頭羽数 ×排出原単

）湿潤量（廃食用油は全量）の推計

(1) 家畜排せつ物推計手法

農林水産統計及び家畜排せつ物原単位（畜産環境

位 

(2) 生ごみ推計手法

千葉県一般廃棄物課による「千葉県における一般廃棄物中の生ごみの発生及び処理に関

する実態把握調査」（2002）の市町村別発生量の結果を用いた。

(3) 食品加工残さ推計手法

食品加工残さは、主に食品加工業、飲料工場といった加工施設・工場から排出される有

機系バイオマスを対象とした。対象事業者は食品製造業と飲料・タバコ・飼料製造業に分

類される業者とし、卸売り・小売業については事業系生ごみに区分し、ここには含んでい

ない。

千葉県産業廃棄物課の産業廃棄物実態調査（平成 10 年）、同課の産廃多量排出者計画及

び実績報告（平成 14 年）、及びアンケート調査等をもとに小分類業種別の発生原単位を推

計した。これに、製品区分別の産業分類別の事業所規模を掛け合わせることにより、食品

加工残さの量を推計した。

・ 産業分類別事業所規模×産業分類別排出原単位

(4) 廃食用油推計手法

a) 事業系

事業系の廃食用油の主な排出先とその発生量の原単位を把握し、これに市町村別の施設

数を掛け合わせることにより算出した。

・ 業種・施設別原単位×市町村別施設数

使用した原単位は以下のとおりである。
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表資 １－２１ 廃食用油年間発生量原単位 
主要排出先 年間発生量原単位 出 典 
百貨店 ９，６００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング 
スーパー ４，８００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング
惣菜小売店 １，９２０ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング
大手ホテル １２，０００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング

ファミリーレストラン ４，８００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング
ファーストフード ７，２００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング

食品工場（畜産食品） ４８，０００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング
テーマパーク ２８８，０００ｋｇ／ヵ所 三港運輸ヒアリング
病院  １.５７ｋｇ／床 NEF調査等により三井情報開発㈱総合研究所作成
学校給食  ０.５３ｋｇ／人 NEF調査等により三井情報開発㈱総合研究所作成

廃食用油の主要排出先の市町村別施設数は以下の出典によるデータを使用した。

表資 １－２２ 廃食用油主要排出先市町村別施設数 
主要排出先 廃食用油主要排出先市町村別施設数出典 
百貨店 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 
スーパー 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 
惣菜小売店 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 
大手ホテル 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 

ファミリーレストラン 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 
ファーストフード 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 

食品工場（畜産食品 事業所・企業統計調査（平成 13年度） ） 
テーマパーク 事業所・企業統計調査（平成 13年度） 
病院 市町村別病床数（平成 13年度） 

学校給食 市町村別小学校の生徒・教職員数（平成 13年度） 
市町村別中学校の生徒・教職員数（平成 13年度） 

b) 一般家庭系

市町村別人口（平成 14 年 10 月現在）に、廃食用油発生量原単位を掛け合わせることに

より算出した。

・ 廃食用油発生量原単位×市町村別人口

イザリーグループ第２回会合資料より、全国

家庭用由来廃食用油の発生量 20 万ｔ/年である。また、平成 15 年 10 月１日現在推計総

口は 1億 2761万 9千人である。これらより、家庭からの廃食用油原単位は 1.57.kg／人・

と推計した。

バイオマス・ニッポン総合戦略策定アドバ

の

人

年
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(5) 製材残材推計手法

製材残材とは、製材所から出る製材残材発生量と定義し、素材消費量から製材品出荷量

引いた値を残材発生量とし、これを市町村別の木材登録業者数で按分することにより算

出した。

・ 残材発生量＝素材消費量－製材品出荷量

を

H13 基礎統計 消費量（121 千 荷量（84 千

m3） 発生量 （＝33,300t）を得 算をするため

0 を、 の製材工場馬力

(6) 材推

木材工 残材は、プレ 、集

した。ヒアリング調査等により原単位を決定し、市町村別の事業所数で按分した。

・

年度製材 の値を用い、素材 m3）から製材品出

を引いて残材 の値、37千m3 た。また、重量換

.90を乗じた。これ 木材登録業者名簿 で按分した。

木材工業系残 計手法

業系 カット、合板 成材、ツーバイフォーから発生する木質残材

と

 木材工業系残材の原単位×市町村別事業所数

ヒアリング 等から業種 定した。

(7) 建設発生木材推計手法

建設副産物実態調査（千葉県：H12）

(8) 街路樹 家庭剪定枝推

道路の街路樹からの剪定枝、都市公園か 枝を対象範囲とし

て、それぞれ推計を行った。

) 街路樹

は、県全体の資源量を市町村別街路樹の本数で按分することにより求め

た

剪定枝量×市町村別街路樹本数／全県街路樹本数

、FAX調査 別の残材量の原単位を 1,450t／年等と設

のデータを引用した。

・都市公園・ 計手法

らの剪定枝、家庭の植木剪定

a

街路樹の剪定枝

。

・ 全県の街路樹

県全体の資源量は、県ホームページから得た道路種別延長に市川市みどりの基本計画に

示

路延長街路樹率」及び「街路樹 1kmあたり樹木数」を、当該アンケート

外の市町村の道路延長に乗じた。そこで得られた市町村別街路樹本数によって按分した。

されている緑化率 14.4%を乗じて緑化延長を算出し、県及び市の聞き取り情報をもとに

設定した発生源単位（国道・高速道路・県道 13t/km、市道 4t/km）を乗じて推計した。

市町村別の資源量は、青葉の森アンケート（2002年）の街路樹延長、樹木数調査によっ

て得られた「対道

以
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b)

た市町村に関しては、原単位を 1.8t/haと設定し、都市公園の面積と掛け合わせ

た。

・

 都市公園剪定枝

県立公園及び都市公園所管市町村へのアンケート調査結果よりデータを得た。回答が得

られなかっ

ることにより、都市公園の剪定枝の量を算出し

 剪定枝量の原単位×市町村別都市公園面積

c) 家庭剪定枝

家庭からの剪定枝は、焼却ごみ中の 7％がこれに相当するとして、剪定枝比率の設定を行

・

った。

 市町村別ごみ焼却量×原単位（7％）

なお、７％とは、柏市が可燃ピット内のごみ組成調査を行ったところ、木・竹・わらの

であったため、この値を使用した。

って、市町村別ごみ焼却量の 7％を、家庭剪定枝として推計した。

) 道路・河川敷・都市公園刈草推計手法

所へのアンケート調査を

施し、全土木事務所より回答を得たため、この集計値をバイオマス量とした。

割合が 7%。ほとんどが家庭からの排出ということ

よ

(9

a) 道路・河川敷刈草

道路河川敷刈草、剪定枝の発生量については、県内各土木事務

実

・ 県土木事務所（１６事務所）へのアンケート調査結果の集計

生量については、県内各土木事務所へのアンケート調査を

より回答を得た。県が管理する道路、河川等（一部国管理区域の委

託

立公園及び都市公園所管市町村へのアンケート調査結果よりデータを得た。回答が得

ら

道路河川敷刈草、剪定枝の発

実施し、全土木事務所

業務分含む）からの刈草、剪定枝等の発生量の集計を行った。 

b) 都市公園刈草

県

れなかった市町村に関しては、原単位を 4.0t/haと設定し、都市公園の面積と掛け合わせ

ることにより、都市公園の剪定枝の量を算出した。

・ 県立公園及び都市公園所管市町村へのアンケート調査結果

(10) 下水汚泥推計手法

「平成１３年度下水道統計行政編（社団法人日本下水道協会）」の市町村別発生量の結果
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を用いた。

(11) 農業集落排水汚泥推計手法

農村整備課資料（H13）計画発生汚泥量のデータを使用した。

・ 農村整備課資料（H13）計画発生汚泥量の集計

(12) 林地残材推計手法

条・末木・根元部等）

を求めた。これに、地上部バイオマスの残材率をかけ、主伐残材の推計体積（ｍ３

量換算した。なお、地下部バイオマスについて

も

マ

a) 主伐残材（枝

全県の樹種別素材生産量を市町村別樹種別人工林面積で按分し、市町村別樹種別素材生

産量推計

）を求める。これに生材比重を掛けて、重

検討を行ったが、その利用は現実的ではないため割愛した。

・ 樹種別素材生産量×市町村別樹種別人工林面積／樹種別人工林面積×地上部バイオ

スの残材率×生材比重

出典等 

以下のデータを使用した。

使用データ 
樹種別素材生産量 H14年度千葉県林業統計 

市町村別樹種別人工林面積 樹種別樹齢別森林資源表 
地上部バイオマスの残材率 専門家ヒアリング、森林研究センター所蔵論文等により幹×0.3 

生材比重 森林研究センターのデータより 
８１ 

ヒノキ （含水率 １２０％）  ０．８６ 
クロマツ（含水率 １００％）  ０．９７ 

ス ギ （含水率 １４０％）  ０．

広葉樹 （含水率 １２０％）  １．３２ 

b) 間伐残材

面積あたりの間伐残材量（県間伐未利用材積／県間伐面積）に間伐面積を掛け合わせる

・ 

ことにより算出した。

（県間伐未利用材積／県間伐面積）×市町村別間伐面積合計×材積に対する地上部バイ

オマス比率×生材比重

 以下のデータを使用した。

使用データ 出典等 

県間伐未利用材積 千葉県林業統計 11,602ｍ3(H14)を使用した。しかし、これは材とし
て使用可能な量として 0.6を掛けた数字になっているため、バイオマ
ス量の把握を行う上では、0.6で 11,602ｍ3を割り戻した値を使用し
た。 
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市町村別間伐面積 市町村別にデータのある事業（森林機能強化対策事業、市町村別造林
補助事業、県営林、治山、その他事業、その他等）に関しては市町村
別に計上し、支庁ごとのデータしか分からない間伐に関しては、これ
町村毎の人工林面積（樹種別齢級別森林資源表）で按分して、市を市

町村別の間伐面積を推計した。 
県間伐面積 千葉県林業統計 

材積に対するバイオマス比率 専門家ヒアリング、森林研究センター所蔵論文等により幹×1.3 
生材比重 ０．８１ 

(13) 稲わら推計手法

稲わらのバイオマス量は、市町村別のイネの収量に水稲（わら）の副産物係数を乗じる

ことにより推計した。

・ 収量×副産物係数

市町村別のイネの収量は、千葉県農林水産統計年報（総合編）平成 13-14年のデータ（水

陸稲）を用いた。

副産物係数（収量 1kg当り副産物重（kg））は、県農業総合研究センター調査データであ

.247（水稲：わら）を使る 1 用した。

(1

もみがら ス量は、市町村別のイネの収量に水 ミ）の副産物係数を乗じ

るこ

・ 

4) もみがら推計手法

のバイオマ 稲（モ

とにより推計した。

収量×副産物係数

市町村別のイネの収量は、千 年のデータ（水

陸稲）を用いた。

副産物係数は、県農業総合研究センター調査データである 0.299（水稲：モミ）を使用し

野菜の副産物係数を乗じることにより推計した。

・ 収量（または作付面積）×副産物係数

葉県農林水産統計年報（総合編）平成 13-14

た。

(15) 野菜等非食部推計手法

野菜等非食部のバイオマス量は、市町村別の各種野菜の収量（または作付面積）に各種

 

市町村別の各種野菜の収量は、以下のデータを用いた。

作物 出典
麦類 千葉県農林水産統計年報（総合編）平成 13-14年

いも類の一部 千葉県農林水産統計年報（総合編）平成 13-14年
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豆類の一部 千葉県農林水産統計年報（総合編）平成 13-14年
上記以外の品目 平成 13年産青果物生産出荷統計（千葉県）

副産物係数は、県農業総合研究センター調査データを使用した。

統計（千葉 ータが掲載されていない品目、及び副産物係数のない品目については

計の対象外とした。

(1

ス量は、市町村別の各種果樹の収量に各種果樹の副産物係数を乗

。

・

なお、「千葉県農林水産統計年報（総合編）平成 13-14年」「平成 13年産青果物生産出荷

県）」にデ

推

6) 果樹剪定枝推計手法

果樹剪定枝のバイオマ

じることにより推計した

 収量×副産物係数

市町村別の各種野菜の収量は、平成 13 年産青果物生産出荷統計（千葉県）を使用した。

副産物係数は、県農業総合研究センター調査データである以下の値を使用した。なお、「平

成 13 年産青果物生産出荷統計（千葉県）」にデータが掲載されていない品目、及び副産物

推計の対象外とした。

物 区分 収量 1kg当り副産物重（kg）
（副産物係数）

係数のない品目については

作

ナシ １年枝 0.192 
カキ １年枝 0.319
クリ １年枝 0.255
ウメ １年枝 0.169
ブドウ １年枝 0.228
イチジク １年枝 0.047
ミカン 剪定枝 0.314 
ビワ 剪定枝 0.314 
キウイ １年枝 0.574 

直後から含水量が急変することなどか

計は行わないこととした。

県内のゴルフ場のグリーン、ティーグランド、フェアウェイ、ラフ合計面積を刈芝草発

生 を乗じて推計を行った。

・ 刈芝草発生面積×原単位

(17) ゴルフ場刈芝草推計手法

ゴルフ場刈芝草については、芝の刈草量を正確に把握しているところは殆ど無く、コー

スの管理方法によって発生量がことなること、刈取

ら、千葉県全体の推計に留め、市町村別の推

面積とし、原単位（1,153g/m2･年：1962年試験データ）
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(18) ゴルフ場枯枝･枯木推計手

ルフ場枯枝･枯木についても、（17）ゴルフ場刈芝草と同様に、刈芝と同様の理由によ

り、千葉県全体の推計に留め、市町村別の推計は行わないこととした。

位

法

ゴ

県内のゴルフ場の樹林地帯面積に、原単位（0.008m 3/m2･年×木材比重 0.9ｔ/ｍ2）を乗

じて推計を行った。

・ 樹林地帯面積×原単

 

齢級の蓄積に生材比重を掛け合わせて重量換算し、これに間伐

マス比率と間伐未実施率を掛け合わせて推計を行った。

 （スギ市町村別 3-9 齢級蓄積×スギ生材比重+ヒノキ市町村別 3-9 齢級蓄積×ヒノキ生

(19) 間伐対象木推計手法

間伐対象木については、千葉県みどり推進課へのヒアリングにより、スギ・ヒノキのみ

の計算とした。市町村別 3-9

率と材積に対するバイオ

・

材比重）×間伐率×材積に対するバイオマス比率×間伐未実施率

以下のデータを使用した。

使用データ 出典等 
市町村別 3-9齢級面積 樹種別齢級別森林資源表 

間伐率 3-9 齢級で 20％の間伐率としている（※森林機能強化事業では 10％
以上 ら い）。 と定め れているが、実質 15-20％くら

生材比重 森林研究センター
ス 含水率 １４０％）  
ヒノキ 含水率 １２０％）  ０．８６ 

のデータより 
０．８１ ギ （

（
材積に対するバイオマス比 アリング、森 ンター所蔵論文等により幹×1.3 率 専門家ヒ 林研究セ

間伐未実施率 樹種別齢級別森林資源表及びみどり推進課資料より 
（人工林 -9齢級の合計面積－間伐実施面積）/人工林 3-9齢級の合
計面積 

3

(20) 被害木推計手法

a) 非赤枯性溝腐病

害林面積から、サンブスギ非赤枯性溝腐病総合対策事業

で

対策実施

サンブスギ非赤枯性溝腐病の被

伐採された面積を引いた残りの面積をもとに、単位面積あたりのサンブスギ材積と生材

比重と材積に対する地上部バイオマス比率を掛け合わせ、バイオマス量を推計した。

・ （サンブスギ非赤枯性溝腐病被害林の市町村別面積－非赤枯性溝腐病被害林

の市町村別面積）×単位面積あたりのサンブスギ材積×生材比重×材積に対する地上部

バイオマス比率

以下のデータを使用した。
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使用データ 出典等 
サンブスギ非赤枯性溝腐病 
被害林の市町村別面積 みどり推進課資料（Ｈ８） 

サンブスギ非赤枯性溝腐病 
みどり推進課資料（Ｈ９-１４計） 

対策実施の市町村別面積 
生

ス ギ （含水率 １４０％）  ０．８１ 
材比重 森林研究センターのデータより 

単位面積あたりのサンブスギ材積 ３００ｍ3/ha 
材積に対するバイオマス比率 森林研究センター所蔵論文等によりサンブスギは幹×1.2 

積に対する全バイオマス比率を割戻し、地上部バイオマス比率を掛け合わせることでまつ

・ 市町村別まつくい被害材積×生材比重×材積 対する地上部バ マス比率／材積に

b) まつくい虫被害

千葉県みどり推進課が作成した市町村別のまつくい虫被害材積に、生材比重を掛け、材

くい虫被害バイオマス量を推定した。

に イオ

対する全バイオマス比率

千葉県みどり推進課が作成した市町村別まつくい虫被害材積は、枝条や根株を含めた値

（材積に全バイオマス比率 1.5を掛けた値）であるため、これを修正して搬出可能と考えら

れる地上部のみの値に換算した。

また、以下のデータを使用し

使用データ 

た。

出典等 
市町村別まつくい被害材積 
（枝条･根株を含む） みどり推進課資料 

生材比重 森林研究センターのデータより 
クロマツ（含水率 １００％）  ０．９７ 

地上部バイオマス比率 専門家ヒアリング、森林研究センター所蔵論文等により幹×1.3 
全バイオマス比率 進課使用データ：幹×1.5 みどり推

(21) 竹材推計手法

市町村別の竹林面積に、原単位となる面積あたりの平均蓄積量を掛け合わせることで算

出した。

・ 市町村別竹林面積×平均蓄積量／伐採周期

市町村別の竹林面積については、H14 年度樹種別齢級別森林資源表の値を使用した。原

は 50t/haを使用した。また、竹林は伐採周期を 5年とした。単位
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２）炭素換算量の推計

ータを用い 発生量の炭素換算を行った。 

表資 ータ 

表資 １－２３のデ て、市町村別バイオマス

１－２３ 炭素量換算使用デ
対象バイオマス 含水率 元素 C割合 備 考

家畜排 ３５１せつ物 ０．８３ ０．
生ごみ ０．９０ ０．４４２
食品加工残さ ０．９０ ０．４４２
廃食用油 － ０．７１４ なたね油で換算
製材残材 ０．５７ ０．５１８
木材工業系残材 ０．１３ ０．５１８
建設発生木材 ０．１５ ０．５１８
街路樹・都市公園・家庭剪定枝 ０．５７ ０．５１８
道路・ ０．４０９河川敷・都市公園刈草 ０．８０
下水汚泥 ０．７５ ０．３８４
農業集落排水汚泥 － ０．３８４ 含水率は地区別データを使用
林地残材 * ０．５１８ *樹種別含水率の加重平均（表資 １－２４）０．５７
稲わら ０．３０ ０．４０９
もみがら ０．３０ ０．４０９
野菜等非食部 ０．８０ ０．４０９
果樹剪定枝 ０．５７ ０．５１８
ゴルフ場刈芝草 ０．８０ ０．４０９
間伐対象木 ０．５８* ０．５１８ *樹種別含水率の加重平均（表資 １－２４）
被害木 ８* ０．５１８ *樹種別含水率の加重平均（表資 １－２４）０．５
竹材 ０．３７２０．５２
ゴルフ場枯枝・枯木 ０．５７ ０．５１８

表資 １－２４ 木質バイオマスの含水率・比重 

   単位
3、％）       （ｔ/ｍ

林地残材、被害材等 製材・木材工業
樹   種 

スギ ヒノキ マツ 広葉樹 竹 針・広混合 
絶乾比重 0.34  0.39  0.49  0.60  0.66  0.39  

比重 0.81  0.86  0.97  1.32  1.39  0.90  
生比重 

（含水率％） 58  55  50  55  52  57  
比重 0.39  0.45  0.56  0.69  0.76  0.45  

素
材
状
態

気乾比重 
（含水率％） 13  13  13  13  13  13  

表資 １－２５ 木質バイオマスの状態 
バイオマス種 状態 
製材残材 生材 
木材工業系残材 気乾材 

建設発生木材 気乾材であるが、「バイオマス利活用フロンティア事業Q&A」より含
水率 0.15を使用 

林地残材、間伐対象木、被害木、竹材 生材 
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