
５．モデル・バイオマスタウンの検討

本章では、3章に示した千葉 章に示したバイオマス利活

に、千 けるバイオマスタウンの考え方について整理した。

５－１ 千葉県にお

「 方針という）において、4
イオマスタウ 参考資料参照）。

表 ５-１ ４つのバイオマスタウンの概要 

県におけるバイオマス資源量、4
用技術を参考 葉県にお

けるバイオマスタウンの検討状況

千葉県では既に バイオマス立県ちば」推進方針（以下、推進

つのバ ンについてその方向性を設定している（

名称 概要

ハイテク・

バイオマスタウン

・ 臨海工業地帯における新技術活用

・ バイオマスを原料とする工業製品の製造、ガス化発電等を推進

・ 高効率変換技術の試験研究を支援

アグリ・

バイオマスタウン

・ 食品残さなどを、たい肥化、飼料化、炭化

・ 農林水産業と連携したメタン発酵によるエネルギー利用、ガス化

エネルギー変換等を推進

ウッド・ ・

バ

 製材端材などを家畜敷料、たい肥として利用

イオマスタウン ・ 熱利用、ガス化・液化、新建材等に利用

・ 産業部門での需要開拓、製品の多様化や高付加価値化を促進

フラワー・

バイオマスタウン

・ 「なのはなエコプロジェクト」を推進

・ 菜の花の蜜源としての利用、バイオディーゼル燃料の製造の促進

など観光業との連携

バイオマスタウン全体の傾向は次のとおりまとめることができる。

・ アグリ・バイオマスタウン、ウッド・バイオマスタウン、及びフラワー・バイオマスタ

ウンは、原料となるバイオマスをベースに設定したものである。

・ 一方、ハイテク・バイオマスタウンについては、処理技術・利用技術をベースにしたも

のであり、ベースとなるバイオマス種については他のバイオマスタウンと重複する。

・ 各バイオマスタウンはそれぞれ独自のまとまりを持ちながら、互いに連携しあってい

る。例えば、ウッド・バイオマスタウンで作られたたい肥がアグリ・バイオマスタウン

で使われたり、アグリ・バイオマスタウンで利用される技術がハイテク・バイオマスタ

ウンに含まれたりする。これらがバランスよく組み合わせられることが、千葉県におけ

るバイオマス利用の特色といえる。

以下、本調査では、その４つの考え方をベースに、表 ５-２の項目について整理を行った。
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表 ５-２ バイオマスタウンの検討項目 

項目 概要

①推進方針の詳細分析 ・ 対象物質、利用形態、対象技術の整理

②基本モデル例の検討 ・ バイオマス回収・処理・利用形態例の提示

ム（ハイテク・バイオマスタウン以外） ・ 事業スキー

・ 各バイオマスタウンの適応要件

なお、ハイテク・バイオマスタウンは、他のバイオマスタウンのシステムのうち、バイ

オマス処理技術の部分が 、他のバイオマスタウ

うに、発生―処理―利用というまとまったシステムが存在せず、地域的にまとまっ

い。よって、

寄り集まっているものといえる。すなわち

ンのよ

た展開が難し 基本モデル例の検討は割愛する。
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５－２ ハイテク・バイ

進方針の詳細分析

マスタウンの概要

スタウンについて バイ

よ く、技術の立地という面での地

域設定となる。よって、効果・影響につ れる地域に対

るものと、バイオマスが発生、あるいは利用される地域に対するものに分けることがで

き

オマスタウンの検討

１）推

(1) ハイテク・バイオ
ハイテク・バイオマ は原料、利用形態という切口ではないため、

オマス種による地域設定、流通形態に る地域設定ではな

いては、バイオマスタウンが設置さ

す

る。また、技術開発という観点から、より広範囲にわたるものに分けることができる。

以下、推進方針を原料、処理・利用形態及び影響・効果に分けて整理した（図 ５-１）。

処理技術等

●再資源化
・たい肥化
・飼料化
・燃料化
・工業製品化
●エネルギー変換
・メタン発酵
・バイオディーゼル
●ガス化発電
・ガス化発電
●新技術
・高効率化
・ガス化溶融

原料 影響・効果

●各種バイオマス
・食品加工残さ
・農産物残さ
・家畜排せつ物
・下水汚泥
・木質バイオマス
・剪定枝、刈草
・その他

●発生・利用地域（タウン地域外もありうる）
・廃棄物削減
・CO2削減
・処理・変換技術の実用化・高効率化
・新規製品、新規需要開拓
・廃棄物処理コスト削減
・エネルギーコスト削減
・その他コスト削減
●処理・変換地域（タウン地域内）
・集約による高効率化
・新規雇用創出
・産業活性化

図 ５-１ ハイテク・バイオマスタウンの構造 

ハイテク・バイオマスタウンを推進することにより、発生源においては産業廃棄物、一

般廃棄物の削減を図ることができる。また、利用地においては、エネルギー利用の進展に

よる化石燃料の保存とCO2削減、技術の高効率化によるCO2削減等も期待できる。また、新

技術の実証や研究の進展により、新規再生品の開発と新規需要の掘り起こしも期待でき、

その影響は広範囲に及ぶと考えられる。

発生者や利用者にとっては、廃棄物処理コストやエネルギーコスト等を削減することが

可能である。

バイオマスタウンの内部においては、技術の集積による高効率化と異業種交流等による

産業活性化、新技術の事業化等に伴う雇用の促進が考えられる。
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(2) ハイテク・バイオマスタウンのイメージ
ハイテク・バイオマスタウンのイメージ図を図 ５-２に示す。前述のとおり、ハイテク・

の中の高度な処理技術・利用技術をまとめたも

の

バイオマスタウンは他のバイオマスタウン

となっている。

食品加工工場 農家

畜産農家

エタノール発酵

アグリ・バイオマスタウン（発生・利用）

メタン発酵

発電ガス化

熱利用

森林

製材工場

自動車用燃料

メタノール化工業製品化

建設発生木材

事業所、デパー
ト、学校等

廃食用油

ウッド・バイオマスタウン
（発生・利用）

（発生・利用）

ハイテク・バイオマスタウン
（処理技術・利用）

ハイテク・バイオマスタウン

図 ５-２ ハイテク・バイオマスタウンのイメージ図 

フラワー・バイオマスタウン
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(3) ハイテク・バイオマスタウンのシステムフロー

は多岐にわたり、千葉県に存在するバイオマス資源はほとんど対象と

る。技術については大きく再資源化、エネルギー変換に分けることができるが、再資源

化したものについては地域内外への出荷、エネルギーについては自家利用及び近隣への供

給（売電等）が主

ハイテク・バイオマスタウンにおける発生源、バイオマス、技術、利用の関係をシステ

ムフローとして図 ５-３に示す。
対象となる発生源

な

な利用形態になると思われる。

エネルギー変換

再資源化

製材残材等

林地残材等

建設業 建設発生木材

廃パレット製造業・物流基地

食品工場等 加工残さ

飼料化
家畜排せつ物

たい肥化

農家

作物残さ

エタノール発酵

下水処理場

畜産農家

下水汚泥

製材工場
木材工業工場

林業

街路樹・都市公園 剪定枝

道路・河川敷
・都市公園

刈草

炭化

生分解性プラ化

バイオマス由来プラ化

ウッドプラスチック化

メタン発酵

BDF

熱分解ガス化

食堂等 廃食用油

メタノール

発電（コジェネ）

水素

液体燃料

発電（コジェネ）

メタンガス

固形燃料燃料

たい肥

飼料

工業製品

販売
販売

自家利用
自家利用

図 ５-３ ハイテク・バイオマスタウンのシステムフロー 

２）基本モデル例の検討

ハイテク・バイオマスタウンについては割愛する。理由は前述のとおり。
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５－３ アグリ・バイオマスタウンの検討

１

要

用形態を整理すると、図 ５-４のとおり
なる。

）推進方針の詳細分析

(1) アグリ・バイオマスタウンの概
アグリ・バイオマスタウンについては、食品残さや畜産農業の廃棄物を利用し、短期的

には畜産農業への展開、長期的にはエネルギー利用に展開するというものである。バイオ

マス原料、処理・利用の形態、活用技術、メリット・デメリットの詳細については資料３

に示すが、推進方針をもとに、バイオマス種別・利

と

処理・利用

●短期的
飼料化（畜産農家）
メタン発酵（畜産農家）
たい肥化（農家）
液肥利用（農家）

●長期的
ガス化、液化
→発電、出荷

原料 影響・効果

●産業廃棄物
食品加工残さ
家畜排せつ物
農作物残さ

●原料【将来】
資源作物・資源木

○副産物：消化液
○副資材：おが粉

●廃棄物削減
●処理残さ削減（消化液）
●処理コスト軽減
・自家処理促進
●エネルギー利用
・CO2削減
・燃料コスト削減
●資源作物栽培
・新規雇用創出・活性化
●高品質有機作物栽培
・シェア向上⇒経済効果
・農業活性化

図 ５-４ アグリ・バイオマスタウンの構造 

アグリ・バイオマスタウンを推進することにより、産業廃棄物としての食品加工残さ、

家畜排せつ物等の削減を進めることが可能である。これらの廃棄物を産廃として処理する

場合は処理コストがかかるが、原料として利用することにより、無償、あるいは逆有償で

の取引が可能となる。

また、原料として飼料、たい肥、エネルギー等を生産することになり、省エネ・省資源

のメリットも得

その他、生産された製品（飼料、たい肥等）を介在して地域内有機物循環のネットワー

が形成され、関連産業の活性化、地産地消へ向けた機運形成にも役立つと考えられる。

られる。

ク
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(2) アグリ・バイオマスタウンのイメージ
アグリ・バイオマスタウンのイメージ図を図 ５-５に示す。現在、食品加工工場の残さを

産農家が利用する枠組み、農家、畜産農家それぞ

れ

たい肥化、あるいは飼料化し、農家や畜

の残さを再生利用する枠組みは存在するが、それらをエネルギー転換に展開したり、機

能性食品や資源作物に広げていくという形態が今後期待できる。

アグリ・バイオマスタウン

食品加工工場

原料

畜産農家

農家
飼料化

従来の枠組み

たい肥化 飼料化

機能性食品

農作物残さ
食品加工残さ
農作物残さ 家畜排せつ物

食品加工残さ
農作物残さ 家畜排せつ物

エタノール発酵

ガス化

メタン発酵

自動車用燃料 メタノール化

発電

熱利用

たい肥化

資源作物

製材業

図 ５-５ アグリ・バイオマスタウンのイメージ図 
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(3) アグリ・バイオマスタウンのシステムフロー

利用の可能性がこのシ

テムフローより読み取れる。なお、それぞれの分岐においてはコストや効率により選択

される。

利用形態としては主に出荷、売電、自家利用が上げられるが、出荷の場合、製品の需要

がなければそのフローは停止してしまい、資源循環にならなくなる。アグリ・バイオマス

タウンでは、飼料、たい肥、（ガス化）メタノール、有機野菜等については需要形態を把握

しながら生産をコントロールする必要がある。

アグリ・バイオマスタウンにおける発生源、バイオマス、技術、利用の関係をシステム

フローとして図 ５-６に示す。
食品工場から出た残さは家畜排せつ物、農作物残さを経て、エネルギー転換されて、再

び食品工場で利用される。このようなバイオマス資源のカスケード

ス

近隣畜産農家

製材工場・木材工業
工場・おが粉製造所

近隣食品工場等 加工残さ

売電
売電

出荷
出荷

飼料化

自家利用
自家利用

メタン発酵

家畜排せつ物

おが粉

消化液

たい肥化

近隣農家 作物残さ ガス化 発電

液化

資源作物

有機野菜等

液肥利用

出荷
出荷

出荷
出荷

出荷
出荷

発電
売電
売電

自家利用
自家利用

図 ５-６ アグリ・バイオマスタウンのシステムフロー 
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２）基本モデル例の検討

(1
源の規模・集積度、バイオマスの形状、処理施設との位

置

している場合はパイプラインやベルトコンベアーによる回収も考えられる（発

生

) バイオマスの回収形態例
バイオマスの回収形態は、発生

関係等により、図 ５-７に示すいくつかのパターンに類型化できる。
発生源から処理施設に運搬する直接回収（発生源１）、工業団地等の構内の一時貯蔵施設

に集め、シャトル輸送するサテライト回収（発生源２、３）が考えられる。また、発生と

処理が近接

源４）。処理施設が工業団地内等にある場合は、構内のストックヤードにそれぞれが直接

搬入するというパターンも考えられる（発生源５、６）。さらに、発生源が処理施設と同一

の場合（発生源７）もあり、その場合は構内のベルトコンベアー、あるいは人力による回

収・搬入も考えられる。

処理・変換・
利活用場所

発生源１

発生源２

発生源３

発生源４

発生源５

サテライト
ストックヤード

構内ストック
ヤード

発生源６

発生源７

図 ５-７ バイオマスの回収パターン 

アグリ・バイオマスタウンでは、食品加工工場からの加工残さ、畜産農家からの家畜排

せつ物、農家からの作物残さが主なバイオマス資源である。これらの回収方法について検

討した。

a) 食品加工工場からの加工残さの回収

発生源として食品工業団地を想定すると、すでに稼動している中に新たな処理施設を設

置するのは困難と思われる。よって、発生源と処理施設は同一敷地内にないことを想定し

た。

食品工業団地は工場が集約されているため、発生源ごとに別々に回収するより、巡回を

ベースとした直接回収、あるいは敷地内に一旦ストックし、サテライト輸送を行うほうが
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効率的であるが、１ヶ所あたりの発生規模が大きく、その事業所のみでトラックが一杯に

の直接搬入が望ましい。また、工業団地全体の発生量が大

き

、次のとおりとなる。

食品加工工場からの加工残さの回収

なるような場合は、事業者から

い場合も、トラックが複数回巡回しなくてはならないため非効率的になる。この場合も、

事業者からの直接搬入が効率的と思われる。

なお、サテライトでストックする場合は、発生量、回収頻度等を考慮し、最適規模を設

計する必要がある。

工業団地の敷地、立地条件によって最適規模のストックヤードが設置可能かどう

かを判断する。

全体の発生量が大きい場合は、ストックヤードが大掛かりになってしまうため、

効率、経済性などの面でも不利になる。その場合は直接回収が必要となる。

以上の検討をまとめると

○

■工業団地からの発生量が相当量の場合

⇒事業者による直接搬入

■工業団地からの発生量が少量の場合

⇒巡回型直接回収

⇒工業団地内ストックヤードを利用したサテライト回収

食品工業団地

食品
工場

転換・処理業者

食品
工場

食品
工場

食品工業団地

食品
工場

転換・処理業者

食品
工場

食品
工場

食品工業団地
食品
工場

転換・処理業者

食品
工場

食品
工場

ストックヤード
ストックヤード

○バイオマス発生量が多い場合 ○バイオマス発生量が少ない場合

図 ５-８ 食品加工残さの回収形態 

b) 畜産農家からの家畜排せつ物の回収

りの発生量は少ないと考えられる。また、発生

源

食品工業団地の場合と異なり、発生源当

の集積も工業団地と比べると小さく、より「広く浅く」なると考えられる。そのため、

サテライトのストックヤードに一旦集約することは二度手間となり、余り効果的とはいえ

ない。

また、直接回収を巡回方式で行う場合も走行距離が長くなり、回収の途中で一杯になっ

た場合に引き返す可能性があることを考えると、効率的とはいえない。よって、発生源が
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直接搬入する方式が望ましい。

なお、発生源の数が小規模で、かつ比較的隣接している場合は、巡回方式も考えられる

が、逆に、発生源の数と位置関係に併せて処理施設の規模と立地を決めるほうが最適な設

計が可能となる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○畜産農家からの家畜排せつ物の回収

⇒事業者による直接搬入

■処理 業者が小規模かつ隣接している場合施設に搬入する事

⇒巡回による回収

畜産農家

転換・処理業者

畜産農家畜産農家

畜産
農家

転換・処理業者

畜産
農家畜産

農家
畜産
農家

畜産
農家

○一般的な回収形態 ○小規模発生源が集積している場合

図 ５-９ 家畜排せつ物の回収形態 

) 農家からの作物残さの回収方法

家と比べて都市部にも入り込んでいる場合があ

る

め、発生源が直接搬入する方式が望ましい。

。

c

農地は立地上集約されておらず、畜産農

。そのため、サテライトのストックヤードに一旦集約することは二度手間となるばかり

でなく、ストックヤード自体を離れたところに作ることになりかねないため、余り効果的

とはいえない。また、畜産農家と比較すると、残さの発生時期がコントロールしにくい面

もあるた

畜産農家の場合と同様、発生源の数が小規模で、かつ比較的隣接している場合は、巡回

方式も考えられるが、逆に、発生源の数と位置関係に併せて処理施設の規模と立地を決め

るほうが最適な設計が可能となる

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○農家からの家畜排せつ物の回収

⇒事業者による直接搬入

■処理施設に搬入する事業者が小規模かつ隣接している場合

⇒巡回による回収
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○一般的な回収形

農家

転換・処理業者

農家農家

農家

転換・処理業者

農家
農家 農家

農家

態 ○小規模発生源が集積している場合

図 ５-１０ 農業作物残さの回収形態 

(2) バイオマスの処理・変
バイオマスの処理・変換については、利用可能なバイオマス種、バイオマスタウン設置

えられる。本調査ではバイオマス種ごとに検討を行

っ

要である。よって、近隣に畜産農家が多い場合は飼

料化、近隣に農家が多い場合はたい肥化が望ましい。

利用を主目的とする場合は、原料を加工・変換し、CO2

削減 った付加価値や、価格競争力をつけることが必要となる。

こ 化発電、ガス化メタノー

ル、 しくは機能性食品の製造等が利活用手法として上げられる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○食品加工工場からの加工残さの処理・変換

換形態例

の目的等により、いくつかの形態が考

た。

a) 食品加工工場からの加工残さの処理・変換

食品廃棄物は、「食品リサイクル法」によって減量化が求められている。よって、廃棄物

削減が最も緊急の目的と考えられる。

廃棄物処理については早急な処置が必要となるため、既存技術を活用し、なおかつ低コ

ストな技術の導入が必要となる。また、製品の販売は副次的な目的となるため、無償もし

くは安価でも確実に引取る需要先が必

一方、廃棄物処理ではなく、有効

や競合製品の代替機能とい

れらの付加価値をより際立たせるため、エネルギー転換（ガス

メタン発酵等）、も

■近隣が畜産農家の場合⇒飼料化

■近隣が農家の場合⇒たい肥化

■バイオマス資源の有効利用が目的の場合

⇒ガス化、メタン発酵、機能性食品（水産廃棄物）

b) 畜産農家からの家畜排せつ物の処理・変換

家畜排せつ物については、「家畜排せつ物法」によって適切な管理が求められており、畜

産農家にとっては家畜排せつ物の処理が緊急の目的と考えられる。そのため、早急な処置
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が必要となるため、既存技術を活用し、なおかつ低コストな技術の導入が必要となる。よ

っ

ていることから、メタン発酵を導入することも考

慮

○

て、たい肥化を中心に処理を行うのが望ましい。なお、たい肥の需要に限界があること、

メタン発酵について導入事例は増えてき

する必要がある。

一方、廃棄物処理ではなく、有効利用を主目的とする場合は、食品加工残さと同様、エ

ネルギー転換（ガス化）によって付加価値を高めることが重要である。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

畜産農家からの家畜排せつ物の処理・変換

⇒たい肥化、メタン発酵

■バイオマス資源の有効利用が目的の場合

⇒エネルギー利用（ガス化）

き込みされていることが多いが、一部放置されたり、

簡 される場合もある。焼却についてはダイオキシン対策

で る。よって、農家にとっては作物

残さ 要となるため、既存技

を活用し、なおかつ低コストな技術として、たい肥化の導入が望ましい。

があることからメタン発酵を導

入

c) 農家からの作物残さの処理・変換

稲わらや野菜等非食部についてはす

易な焼却炉や野焼き等で焼却処分

厳しく規定されており、安易に焼却できない状況であ

の処理が緊急の目的と考えられる。そのため、早急な処置が必

術

たい肥化については、家畜排せつ物と同様、需要に限界

することも考慮する必要がある。

また、有効利用が目的の場合はエネルギー転換が有望であるが、稲わら、もみがらにつ

いてはエタノール発酵の事例もあり、その技術の活用も考えられる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○農家からの作物残さの処理・変換

⇒たい肥化、メタン発酵

■バイオマス資源の有効利用が目的の場合

⇒エネルギー利用（ガス化）

■稲わら、もみがらの場合

⇒エタノール発酵
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(3) バイオマスの利用形態例
バイオマス由来の再生品は、ほとんどが従来からの競合品に比べてコスト面で不利であ

り、また、大手メーカーや流通業が絡んでいないことから、従来の市場における販路が閉

ざ

の品質が不安定な面もある。このようなことからバ

イ

しまう。

態について、再生品別に検討した。

品の利用促進の方向性として、「新たな用途開発」と

「利 考えられる。なお、将来の高品質化、低コスト化を見込め

ば とも期待できる。なお、マーケテ

ィン

る

されている。また、再生品の品質が向上している一方、原料の品質の不均一性や処理・

変換工程の管理の難しさから、再生品

オマスなどのリサイクルの課題として、再生品の利用先の確保が困難なことが挙げられ

る。すなわち、バイオマス等を再生しても出口がなければ循環が滞って

そこで、本調査ではバイオマスの再生品の利用形

現時点では、バイオマスからの再生

用の仕組の設定」の２つが

、既存製品に十分対応できる製品競争力を付加するこ

グにおいてはいわゆる 5W1Hの設定が重要であり、その点についても考慮すべきであ
（図 ５-１１）。

現時点の方向性
(when)

将来の期待
(when)

バイオマス再生品
(what, who)

①新たな用途開発 ②利用の仕組みの設定 ③競合品の代替

・新たな目的・メリット(why)
・新たなユーザー・市場
(whom,where)
等

・新たな目的・メリット(why)
・新たなユーザー・市場
(whom,where)
等

・新たな流通形態(how)
・新たな協力関係
(who,where)
等

・新たな流通形態(how)
・新たな協力関係
(who,where)
等

・コストの低減
・メリットの明確化
↓
・シェアの拡大

・コストの低減
・メリットの明確化
↓
・シェアの拡大

図 ５-１１ バイオマス再生品の利用促進の方向性 

アグリ・バイオマスタウンの再生品として、飼料・たい肥、エネルギーを考える。

a) 飼料・たい肥

飼料・たい肥については、既にある程度の循環ができていること、その利用目的、ユー

ザーはほぼ固まっていることから、利用の仕組を設定し、更なる循環を図ることが得策で

ある。

アグリ・バイオマスタウンにおいては、食品工業、農業、畜産業が従来からある程度の

循環を行っているという強みがあり、原料の供給者、処理・加工者、ユーザーが協同で事
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業を起こすことによって需要の確保をすることが考えられる。また、食品工業はデパート

などの流通業との関連が強いことから、それらの流通業や商社との協力体制を構築し、流

通部分をアウトソーシングしたりする方法が考えられる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○飼料・たい肥の利用促進

■原料供給者、加工者、ユーザーの協同による需要確保

■流通業、商社との協力による流通部分のアウトソーシング

b)

、学校、出張所等、熱需要の多い近隣施設へ市場価格より安価で供給

ることが考えられる。電力については独立系発電事業者（IPP）として余剰電力を電力会
社に売電するか、特定規模電気事業者（PPS）として近隣施設に供給するかが考えられるが、
コスト高であることから、現時点では事業としての成立は難しい。いずれにせよ、新たな

協力関係の構築が必要である。

コストではなく、CO2削減効果、PR効果を求めているユーザーへのエネルギーの供給も
考えられる。例えば、市役所、出張所、警察・消防、県の出先機関などが挙げられる。ま

た、CO2削減クレジットの導入などにより、導入のインセンティブを与えるような、新たな

施策も考えられる。

アルコール、特にエタノールについては、CO2対策として自動車燃料への添加が実施され

ようとしているが、低コストかつ安定的な海外からのエタノール供給があるため、現時点

での供給は難しい。今後のアルコール自由化に伴う新規参入流通事業者等との連携構築、

それに向けた安定的な生産体制の整備を準備しておくことが必要である。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○バイオマス由来エ

 エネルギー利用

メタン発酵、ガス化発電等によるエネルギー利用については、バイオマス利用のメリッ

トが得られるユーザーを新たに開拓する必要があるが、現時点では小規模かつコストも高

いため、自家利用の形態が望ましい。また、熱の場合、自家利用のみでは利用しきれない

分については、病院

す

ネルギーの利用促進

■電力・熱⇒自家利用

◇余剰熱⇒近隣学校、病院、市の施設に市場価格より安価で提供

◇余剰電力⇒IPPとして売電
◇CO2削減効果・PR効果⇒市の施設、県の出先機関への供給、導入インセンティブ

■アルコール

⇒アルコール自由化に伴う流通業との協力構築準備
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(4) 基本事業スキーム例
バイオマスタウンの実施形態をいくつか想定し、事業主体、出資者、取引関係等につい

て整理した。

アグリ・バイオマスタウンの実施形態として、「食品加工残さを利用したガス化発電」及

」の２つを想定し、それぞれについての事業スキームを例示

し

) 食品加工残さを利用したガス化発電

数の食品工場からの廃棄物を処理施設がガス化発電し、売電を行う

こ

び「家畜排せつ物の循環利用

た。

a

実施形態として、複

とを想定する。事業主体、出資者、取引関係は表 ５-３のとおりとした。

表 ５-３ 食品加工残さを利用したガス化発電の実施形態例 

項目 例

事業主体 食品工場数社の合弁会社

独立系発電事業者（IPP）
特定規模電気事業者（PPS）

出資者 食品工場各社

取

特定供給として認められる場合は、参加した食品会社（施

引関係（仕入れ、輸送、残さ処理、

販売、利用）

廃棄物の仕入れは関係会社から行う

足りない場合は別の食品工場から逆有償で購入

発電した電力は電力会社に販売

設が近隣の場合）、周辺事業者へ売電

実施スキームを図示すると、図 ５-１２のとおりとなる。

事業主体

食品会社２

電力会社
出資

売電

購入費

食品会社

加工残さ

食品会社１

出資 加工残さ

補助金 銀行

補助 借入 済返

加工残さ

逆有償
近隣施設

購入費

売電

電力 電力

点線部は「特定供給」が認められた場合。

図 ５-１２ 食品加工残さを利用したガス化発電の実施スキーム 

※
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b) 家畜排せつ物の循環利用

生させ、熱は自家消費、電力は売電を行うことを想定する。なお、消化液

は

表 ５-４ 家畜排せつ物の循環利用の実施形態例 

実施形態として、山村部の畜産農家、農家が協同でメタン発酵施設を設置し、ボイラー

で電力と熱を発

農家が液肥として使用することとした。

事業主体、出資者、取引関係は表 ５-４のとおりとした。

項目 例

事業主体 協同組合等（近接の畜産農家、農家数件が参加）

出資者 近隣の畜産農家、JA

取引関係（仕入れ、輸送、残さ処

理、販売、利用

会員畜産農家からの仕入れ

熱は発酵槽加温、農家のハウス加温に利用

発電

家畜舎 利用により、畜産農家、農

家のコ

） 消化液は会員農家が利用

した電力は電力会社に売電

空調、ハウス加温や消化液

スト削減になる

実施スキームを図示すると、図 ５-１３のとおりとなる。

事業主体

農家

電力会社

出資
参

売電

購入費

加

J　A

畜産農家

出資
参加

排せつ物

補助金 銀行

補助 借入 返済

消化液 熱熱

出資

図 ５-１３ 家畜排せつ物の循環利用の実施スキーム 
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(5) アグリ・バイオマスタウン適
マスタウンを実現させる 域において適切に設計する必要があ

の ５に示す。

表 ５-５ ア

応地域の設定

バイオ ためには、適切な地

る。アグリ・バイオマスタウン 設置における要件を表 ５-

グリ・バイオマスタウンの設置要件 
項目 要件
バイオマス資源量 食品工業から

発生量が多い地域
の加工残さ、畜産農家からの家畜排せつ物、農作物残さの

バイオマスの集積度 食品：工業 出業者
畜産・農業：1日数 tの回収を狭い範囲でできる程度の集積度が望まし

要ない

団地、もしくは大規模排

いが、直接搬入をする際は特に集積は必
需要の確保 たい肥化・飼料化：近隣に農家・酪農家があるほうが望ましい。

熱：近隣に熱需要（大規模施設）があるほうが望ましい。
電力：売電の場合は、送電ロスを防ぐため、発電所（変電所）等に近接
しているほうが望ましい。特定供給が可能な場合、大規模施設・工場等
があるほうが望ましい
液体エネルギー：石油化学工場があると望ましいが、輸送可能なため、
特に必要ない

土地利用の状況 たい肥化、飼料化等を小規模で行う場合は問題ないが、発電を事業とし
て行う場合は、施設の規模、原料のストックヤード等が大きくなる。そ
のため、住宅地等に隣接する場合は注意が必要である

産業間の連携 農業と酪農の連携が必要
熱利用、電力利用を行う場合は、異業種の工場、地元施設（病院、学校、
老人ホーム、商業施設）等との連携も必要
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５－４ ウッド・バイオマスタウンの検討

１

ウッド・バイオマスタウンについては、産業廃棄物である製材残材や木材工業系残材、

あるいは林地残材を というものである。

推進方針をもとに イオマス種別・利用形態を整理すると、図 ５-１４のとおりと

）推進方針の詳細分析

(1) ウッド・バイオマスタウンの概要

利用し、エネルギーや畜産農業製品として展開する

以下、 、バ

なる。

原料 処理・利用 影響・効果

●産業廃棄物
製材残材
木材工業残材
建設発生木材

●一般廃棄物
廃パレット
各種剪定枝

地域材（主伐、間伐）
間伐残材、被害木

●地域資源

竹・根

●短期的
○エネルギー利用（臨海）
・燃料チップ、炭、廃パレット
・熱、発電、コジェネ利用
○その他
・おが粉⇒家畜敷料、たい肥

壌改良剤等

出荷

・チップ⇒製紙原料
・炭化⇒土
○木材利用
・建材、内装材、家具等

●長期的
ガス化、液化→発電、
工業原料（ボード、プラ）

●廃棄物削減
●処理コスト軽減
●新エネ利用
・産業系のCO2削減
・燃料コスト削減
●地域材の高付加価値化

・地域森林の再生
●観光振興

造業との連携
●環境配慮製品製造
・新規産業、新規雇用創出

・林業の再生

・エコツーリズムの推進
●地域内循環の促進
・農林畜産業、製

図 ５-１４ ウッド・バイオマスタウンの構造 

ウッド・バイオマスタウンの推進により、製材残材や木材工業系残材の処理を進めるこ

とができる。これらの工場では、サイロにおが粉やプレーナー屑を集積しておくため、定

期的な回収が必要である。また、一般廃棄物であるパレットも近年問題となっており、そ

の処理も行うことができる。

さらに、地域材の付加価値を高め、林業を活性化することにより、間伐残材、被害木の

搬出・利用も進み、結果として地域の森林が再生することも期待できる。

その他、エコ・ツーリズムの推進、産業観光の推進、地域活性化等に寄与することが期

待できる。
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(2) ウッド・バイオマスタウンのイメージ
ウッド・バイオマスタウンのイメージ図を図 ５-１５に示す。県産材を扱う製材工場から

効利用により、県産材の製造コスト等が低下し、

付

の残材の有効利用、他の木質廃棄物の有

加価値がつくことによって、結果として森林が再生されることが今後期待できる。

ウッド・バイオマスタウン

県産材の利用

被害木、林地

県産材
家具等

残材の利用

森林再生

製材工場

森林

建材・内装材

木材工業工場

木材残材発生

建設発生木材

廃パレット

家畜敷料

製紙

再生ボード
ウッドプラスチック等

エネルギー利用

熱利用

発電

ガス化

メタノール化

図 ５-１５ ウッド・バイオマスタウンのイメージ図 

木質廃棄物 マテリアル利用

 60



(3) ウッド・バイオマスタウンのシステムフロー

それ

れ次のステップに進む。そのステップとしては、エネルギー転換、マテリアル利用があ

るが、建設発生木材、プレカット等の木材加工の端材等については、材質はピュアでなく、

薬品・化学物質が含まれる場合があるため、その際はエネルギーとしての利用が選択され

る。

利用形態としては主に出荷、売電、自家利用が上げられるが、出荷の場合、製品の需要

がなければそのフローは停止してしまい、資源循環にならなくなる。ウッド・バイオマス

タウンでは、家畜敷料、水分調整材、製紙チップ、木質ボード等があるが、それらについ

ては競合製品の価格や需要形態を把握しながら生産をコントロールする必要がある。

ウッド・バイオマスタウンにおける発生源、バイオマス、技術、利用の関係をシステム

フローとして図 ５-１６に示す。
各木質廃棄物は、発生源から回収された後、「チップ化」「おが粉化」「炭化」され、

ぞ

近隣製材工場

近隣林業

端材

建築関連業

破砕・チップ

背板等

チップ屑

おが粉

製材 家具・内装業

主伐材

間伐材

林地残材

被害木
おが粉化

建設

家具製造

製紙チップ

水分調整剤

家畜敷料

自然を生かした村
自然を生かした村

竹・根

炭化 土壌改良剤

近隣木材工業工場

近隣建設現場等 建設発生木材

近隣物流基地

廃パレット

近隣製造業

ボイラー燃焼ガス化

液化

発電（コジェネ）
売電
売電

出荷
出荷

プラスチック

木質ボード

自家利用
自家利用

燃料チップ

図 ５-１６ ウッド・バイオマスタウンのシステムフロー 
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２）基本モデル例の検討

(1
森林からの木材・林地残材・潜在資源、製材工場から

の

からのバイオマスについては、製品の原料となる主伐・間伐材、廃棄物として放置

さ

林地残材・被害木の回収のポイントとして、次の 3点を挙げることができる。
① 森林内の伐採

・ 人件費等のコストがかかるが、実際は主伐、間伐の際に同時に実施せざるを得ない。

② 森林から林道への運び出し

・ 林道に近い場合は丸太状、あるいは枝状のまま回収することが可能である。

・ 林道からの距離が離れている場合は、ある程度運びやすいように加工する必要がある。

③ 林道からの輸送

・ 丸太状の場合は、主伐材、間伐材の輸送と同等となる。

・ 加工した場合は、チップ運搬車等により輸送する必要があるが、チップの需要先に直接

搬入することによりコスト低減を図る。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○森林からの林地残材・潜在資源の回収

) バイオマスの回収形態例
ウッド・バイオマスタウンでは、

製材残材、その他の木質残材（木材工業系残材、建設発生木材、廃パレット等）が主な

バイオマス資源である。これらの回収方法について検討した。

a) 森林からの木材・林地残材・潜在資源の回収

森林

れている林地残材・被害木等で回収の考え方が異なる。主伐・間伐材については、理論

的には回収コストを製品価格に乗せて回収可能なため、通常の回収方法でよいが、林地残

材・被害木の回収については、コスト負担を林業者が負う必要があるため、何らかの工夫

が必要である。

⇒主伐、間伐の際に被害木を同時伐採

■運び出し

■林道からの距離が近い場合⇒丸太の回収と同等の運び出し

■林道からの距離が遠い場合⇒現場でチップ化→人力による回収

■輸送

■丸太状の場合⇒丸太の回収と同等

■チップ状の場合⇒チップ輸送車による直接搬入
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林道から近い場合森林

林道から遠い場合
被害木の伐採

林地残材

回収破砕

林道
林道

処理施設
処理施設

回収

機械等

人力等

トラック

チップ専用車

図 ５-１７ 森林からの木材・林地残材・潜在資源の回収形態 

b)

者と合同のストックヤードに一旦集約したり、利用者が巡回する方式は

そ

直接搬入する方式が望ましいが、定常的ではないため、受け入れ先と

よる巡回回収も十分考えられる。

理施設間

ると、次のとおりとなる。

 製材工場からの製材残材の回収

千葉県の製材工場は小規模経営の事業者が多く、他のバイオマスと同様、「広く浅く」分

布している。また、中小の製材工場は毎日稼動している例は少なく、セミオーダーメイド

的な作業を行っているため、定常的に安定的な発生がない場合が多い。そのため、自社も

しくは近隣の事業

ぐわない。

よって、発生源が

の情報交換が必要となる。発生源と処理施設が近い場合、あるいは処理施設が帰り荷とし

て回収する場合は、処理施設等に

なお、大規模の製材工場の場合、定常的な発生が見込まれるため、発生源、処

の直接回収が望ましい。

以上の検討をまとめ

○製材工場からの製材残材の回収

●中小製材工場

■ 者による直接搬入発生源と処理施設が離れている場合⇒事業

※事業者の帰り荷として収集する場合は、巡回による回収

■発生源と処理施設が隣接している場合⇒事業者による直接搬入、巡回による回収

●大規模製材工場

⇒事業者による直接搬入、処理業者による直接回収

○小規模発生源が集
○一般的な回収形態 設と隣接している場合

製材工場

転換・処理業者

製材工場製材工場

製材
工場

転換・処理業者

積かつ処理施

製材
工場

製材
工場 製材

工場

製材
工場

図 ５-１８ 製材工場からの製材残材の回収形態 
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c) その他の木質残材の回収

その他の木質残材として、建設発生木材、物流基地・製造業からの廃パレット、木材工

業系残材の 3つがあるが、建設発生木材については「広く浅く」、廃パレット、木材工業は
ある程度の規模の集積が期待できる。以下、それぞれについて検討した。

【建設発生木

建設発生木材については、他のバイオマスと同様、「広く浅く」分布している。また、都

地点が一定ではない。すなわち、ストックヤードに

一

積及び定常的な発生が見込まれるため、発生源、処理施設間の直接回収が

望

りも定期的に引取り、

あ

、次のとおりとなる。

材】

市近郊から発生する場合も多く、発生

旦集約したり、利用者が巡回する方式はそぐわない。よって、発生源が直接搬入する方

式が望ましいが、定常的ではないため、受け入れ先との情報交換が必要となる。

【廃パレット、木材工業系残材】

ある程度の集

ましい。

特にプレカット等の木材工業の場合、プレーナー屑等をサイロに回収するため、定常的

に運び出さないと工場がストップしてしまう。よって、コスト等よ

るいは搬入可能なことが必要である。

以上の検討をまとめると

○その他の木質残材の回収

●建設発生木材

⇒事業者による直接搬入

●廃パレット、木材工業系残材

⇒事業者による直接搬入、処理業者による直接回収

建設発生
木材

転換・処理業者

木材工業
系残材

廃パレット

図 ５-１９ その他の木質残材の回収形態 

 64



(2) バイオマスの処理・変換形態例
a) 森林からの木材・林地残材・潜在資源の処理・変換

森林からのバイオマスの利活用方法については、大きく 2 つに分けることができる。ひ
つは、林地残材や未利用資源などをエネルギー利用、マテリアル利用するシステム、も

な部分を用い、付加価値をもつ建材・内装材

等

【

ダイオキシン対策で厳しく規定されており、安

易 源としては安定的に早急に引取られる

要がある。そのため、既存技術を活用し、なおかつ低コストな技術として、おが粉化に

しい。その場合は、近隣畜産農家との連携が効率的である。

合、燃料としてのチップは需要が限られることから、製紙チップ、再生

ボー ましい。なお、引取り価格と回収・搬出のコストと比較し

る。

一 換（ガス化発電、ガス化メタノ

ル）やウッドプラスチック等への活用も有効である。

【付加価値をもつ建材、内装材等の製造】

木材自体の付加価値を高める場合、例えば燻煙、木酢液の活用による高機能化が上げら

れる。その際、燻煙に被害木や廃パレット等を利用することにより、さらに付加価値を高

めることができる。

木材利用の付加価値を高める場合、切り出した森林の近隣に自然を生かしたデザインの

家や店舗、あるいは宿泊施設・観光施設等を作ることにより、付加価値をつけることがで

きる。なお、観光と被害 組み合わせることで、

コ・ツーリズムとしての展開も可能である。

りとなる。

○

と

う一つは、主伐・間伐材や被害木の利用可能

として利用するシステムである。

林地残材、未利用資源のエネルギー、マテリアル利用】

林地残材や被害木等は森林を荒廃させるため、回収、搬出する必要があるが、そのため

にはコストが掛かること、焼却については

に焼却できない状況ことなどから、バイオマス資

必

よる家畜敷料への利用が望ま

チップ化する場

ドの原料としての利用が望

ながら利用を進めていくべきであ

方、再生利用の付加価値を高めるため、エネルギー転

ー

木、林地残材の観察・除去ボランティア等を

エ

以上の検討をまとめると、次のとお

森林からの木材・林地残材・潜在資源の処理・変換

●林地残材、未利用資源のエネルギー、マテリアル利用

○廃棄物削減が目的の場合

⇒家畜敷料、製紙チップ、木質再生ボード原料

○バイオマス資源の有効利用が目的の場合

⇒エネルギー利用（ガス化）、ウッドプラスチック等の利用

●主伐、間伐材や被害木の高付加価値利用
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■木材自体の高付加価値化⇒廃棄物を利用した燻煙、木酢液加工

■木材利用の高付加価値化⇒自然を生かした家、観光施設→エコ・ツーリズムの推進

b) 製材工場からの製材残材の処理・変換

製材工場からの処理・利用については、一旦「チップ化」「おが粉化」「炭化」からスタ

ートしており、林地残材・未利用資源をエネルギー・マテリアル利用する場合と同等であ

る。

なお、大規模製材工場の場合、生産工程に乾燥等、熱を必要とするプロセスがある場合

は、熱の自家利用も考えられる。自家発電については材料バイオマスの収集が困難なため

しい。

c)

ネルギー・マテリアル利用する場合と同等である。

(3
ウッド・バイオマスタウンからの再生品として、おが粉とエネルギーを考える。

敷料、あるいはたい肥の水分調整材としての利用が多い。

家畜敷 も需要が存続すると考えられる。

そ 生者と利用者で新たな協力関係を

構築す 流通部分のアウトソー

ま いる農家に対し、

ディ

る。

おが粉が供給超過になることも考えられるた

め

能性もある。また、紛炭化することにより、水質改良や調湿剤としての機能を持た

せ

難

 その他の木質残材の処理・変換

その他の残材についても、「チップ化」「おが粉化」「炭化」からスタートしており、林地

残材・未利用資源をエ

なお、林地残材、製材残材と異なり、建設発生木材、あるいは薬品が付着しているプレ

カット端材等については、家畜敷料やマテリアル利用ではなく、エネルギー利用をメイン

とする必要がある。

) バイオマスの利用形態例

a) おが粉

おが粉については、現在家畜

料については有力な競合品もないことから、今後

の利用をよりスムーズにするため、木質バイオマス発

ることが望ましい。さらに、流通業・商社との連携により、

シングも考慮に入れるべきである。

た、廃材からの家畜敷料を導入している畜産農家、たい肥を導入して

ーゼル車規制免除等、何らかのインセンティブを与え、利用を促進する方策も考えら

れ

一方、被害木や林地残材の利用等により、

、新たな用途開発も行う必要がある。例えば、おが粉からオガライトを製造後、炭化す

ることによって優良な固形燃料となったり、電池の電極を形成できるなど、新たな用途開

発の可

ることもできる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。
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○おが粉の利用促進

●敷料、水分調整材（従来の用途）

■原料供給者、加工者、ユーザーの協同による需要確保

■流通業、商社との協力による流通部分のアウトソーシング

●新規用途開発

■オガライトの炭化⇒電極

■紛炭化⇒水質浄化剤、調湿剤等

b) エネルギー利用

、ボイラーで燃焼させてエネルギーとして利用する方法は

現 等が進

につれ、燃料チップの供給超過も予想される。

については、ダイオキシン発生抑制のため、木屑焚ボイラー等による利用が

ほ

ン対策などで初期コストやメンテナンスコストが割

高

発電、アルコールの利用促進については、アグリ・バイオマスタウンに順ずる。

背板や廃材を燃料チップにし

在でも一定の実績をあげている。しかし、今後、建設廃棄木材、パレットの利用

む

燃料チップ

とんどであり、新たなユーザーを開拓する方向で利用を促進する必要がある。例えば、

石膏ボード製造、建材製造等、製造段階で熱を使うプロセスが存在し、かつ現在重油や天

然ガスをボイラーで焚いている工場等をターゲットにすることが可能である。その際、燃

料を代替することによる経済的メリットが得られる規模の工場である必要がある。なお、

木屑焚ボイラーについてはダイオキシ

になるため、バイオマス燃料を利用していることに対するインセンティブも考慮すべき

である。

ガス化

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○バイオマス由来エネルギーの利用促進

■燃料チップ

⇒製造段階で熱を使う工場（大規模工場）

■電力・熱⇒自家利用

◇余剰熱⇒近隣学校、病院、市の施設に市場価格より安価で提供

◇余剰電力⇒IPPとして売電
◇CO2削減効果・PR効果⇒市の施設、県の出先機関への供給

■アルコール

⇒アルコール自由化に伴う流通業との協力構築準備
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(4) 基本事業スキーム例
ウッド・バイオマスタウンの実施形態として、「林地残材・製材残材を利用したおが粉の

製造と利用」及び「製材残材等を利用したガス化発電」の２つを想定し、それぞれについ

ての事業スキームを例示した。

a) 林地残材・製材残材を利用したおが粉の製造と利用

実施形態として、県産材を利用して発生した残材をおが粉化し、近隣の畜産農家に販売

することを想定する。事業主体、出資者、取引関係は表 ５-６のとおりとした。

表 ５-６ 林地残材・製材残材を利用したおが粉の製造と利用の実施形態例 

項目 例

事業主体 おが粉製造工場を共同出資で設置

出

が重要）

処理が重要）

資者 製材工場（無償で処理することが重要）

酪農家（安定的な敷料供給

林業（被害木等の

取 輸送、

残さ

仕入れ、利用については出資者

の業者から引取る→産廃業者としての認可

伐残材、被害木については、有価で引取る

物はたい肥化業者に処理依頼

引関係（仕入れ、

処理、販売、利用） 残材が足りないときは他

間

おが粉が余った場合は他の酪農家に販売

家畜排せつ

実施スキームを図示すると、図 ５-２０のとおりとなる。

事業主体

製材業者

酪農家

出資・参加

酪農家

出資・参加廃材 おが粉

おが粉購入費

他の製材業者
木材工業業者

処理費 廃材

林業者

出資・参加
林地残材
被害木

処理費 排泄物

処理業者

補助金 銀行

補助 借入 返済

図 ５-２０ 林地残材・製材残材を利用したおが粉の製造と利用の実施スキーム 
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b) 製材残材等を利用したガス化発電

た。

電の実施形態例 

実施形態として、製材工場や木材工業工場、建設発生木材、パレット等からの破砕チッ

プをガス化発電し、熱・電力を自家利用、販売することを想定する。事業主体、出資者、

取引関係は表 ５-７のとおりとし

表 ５-７ 製材残材等を利用したガス化発

項目 例

事業主体 独立系発電事業者（IPP）
特定規模電気事業者（PPS）

量を

確保するためには、バイオマス排出者との連携が必須）

数社の合弁会社を考える（定常的に発電できる程度の

出資者 製材工場、木材工業工場、土木建築業、流通業、製造業

ことが重要。木材工業等は

よる自家消費により燃料コスト

料仕入れが重要）

（無償かつ安定的に処理できる

熱需要も多く、コジェネに

を下げられる）

チップ製造業（安定的な材

取引関係（仕入れ、輸送、残さ処 バイオマスの仕入れは関係会社

理、販売、利用） で購入→一廃、産廃業

余剰電力、余剰熱は販売（熱の供給のためには、近隣に熱

足りない場合は別の会社から逆有償

者としての認可必要

チップ化は関係会社

需要があることが必須）

実施スキームを図示すると、図 ５-２１のとおりとなる。

事

補助金 製材工場

業主体

木材工業工場 電力会社

出資
売電

購入費

建設会社

チップ

出資 残材

銀行

補助

借入
返済

残材

近隣施設
購入費

売電

製造工場
物流基地

出資 パレット熱 電力電力 電力熱

出資
建設発生
木材

チップ製造会社

出資 残材等
電力

他の木質バイオマス
発生事業者

購入費 残材等

※点線部は「特定供給」が認めら

図 ５-２１ 製材残

れた場合。

材等を利用したガス化発電の実施スキーム 
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(5) ウッド・バイオマスタウン適
バイオマスタウンを実現させる

る。ウッド・バイオマスタウンの

表 ５-８ ウ

応地域の設定

ためには、適切な地域において適切に設計する必要があ

設置における要件を表 ５-８に示す。

ッド・バイオマスタウンの設置要件 
項目 要件
バイオマス資源量 製材残材、木材工業系残材、林地残材、潜在資源の発生量が多い地域
バイオマスの集積度 大規模木材工業については、1 たりの発生量が多いため、発生源の

集積は特に
製材・林地 の向上のため、集積が望まれる

社あ
必要ない
については、回収効率

需要の確保 エネルギー
ことが望まし スを防ぐため、発電所（変電所）
等に近接してい 定供給が可能な場合、大規模施
設・工場等があるほうが望ましい

家・酪農家があるほうが望まし
い
被害木や林地残材等については、近隣に製材工場、加工工場があるほう
が望ましい

利用については、近隣に大規模熱需要、大規模工場等がある
い。売電の場合は送電ロ
るほうが望ましい。特

敷料やたい肥原料については、近隣に農

土地利用の状況 発電を事業として行う場合は、施設の規模、原料のストックヤード等が
大きくなる。そのため、住宅地等に隣接する場合は注意が必要である

産業間の連携 畜産、製造業、観光業との連携が必要
熱利用、電力利用を行う場合は、異業種の工場、地元施設（病院、学校、
老人ホーム、商業施設）等との連携も必要
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５－５ フラワー・バイオマスタウンの検討

１

フラワー・バイオマスタウンについては、千葉県の県花である菜の花やヒマワリを活用

し、観光の推進とリ をもとに、バイオ

別・利用形態を ると、図 ５-２２のとおりとなる。

）推進方針の詳細分析

(1) フラワー・バイオマスタウンの概要

ンクさせていくというものである。以下、推進方針

マス種 整理す

処理・利用

●観光利用（狭義）
・大規模栽培
・収穫イベント

●バイオマス利用（狭義）
・蜜

イオディーゼル燃料
食器等

・搾油
・バ
・県産材

原料 影響・効果

●花
菜の花
ヒマワリ

●廃棄物
廃食用油

○地元資源
県産材

●観光の推進
●観光資源開発
●新規特産品開発
・経済波及効果

●地域イメージ形成

・自家処理促進
●輸送エネルギー利用

・新規雇用創出

・県外からの客数増加

・CO2

●休耕田有効利用

削減
・燃料コスト削減

・農業活性化

図 ５-２２ フラワー・バイオマスタウンの構造 

フラワー・バイオマスタウン推進の最も大きな効果は、観光の推進である。観光資源と

しての花の大規模栽培、花からの抽出物（油や色素など）を利用した新規特産品の開発に

より、観光の推進が期待できる。

さらに、バイオディーセルによる環境への配慮、県産材の利用による森林再生の可能性

を示すことにより、エコ・ツーリズムとしての推進を図ることができる。
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(2) フラワー・バイオマスタウンのイメージ
フラワー・バイオマスタウンのイメージ図を図 ５-２３に示す。花畑や森林を利用した観

スを利用した民芸品や食べ物等の観光資源を循

環

光資源と、自然フィールドからのバイオマ

させることにより、観光の振興を進めていくという形態が期待できる。

観光施設フィールド自然フィールド

菜の花、ヒマワ
リ加工

フラワー・バイオマスタウン

森林 県産材利用
モバイルファクトリー

花畑

花のイベント

食器等

食堂、土産物屋

食用油

事業所、デパー
ト、学校等

廃食用油

バイオディーゼル化
観光バスでの利用

図 ５-２３ フラワー・バイオマスタウンのイメージ図 

養蜂
蜂蜜

 72



(3) フラワー・バイオマスタウンのシステムフロー

互いに独立し

いるが、いずれも観光資源としての利用、その存在を PRするための利用が実施されるた
め、「利用形態」の統一を図ることができる。

なお、利用形態については観光マーケティング等と連携し、コントロールする必要があ

る。

フラワー・バイオマスタウンにおける発生源、バイオマス、技術、利用の関係をシステ

ムフローとして図 ５-２４に示す。
花類栽培農家からのフロー、県産材の残材のフロー、廃食用油のフローは

て

近隣農家 菜の花

ヒマワリ

近隣食品工場

近隣観光施設

近隣食堂・小売店等

廃食用油 BDF化
自家利用
自家利用

蜜源

搾油

土産品出
荷・販売

土産品出
荷・販売

観光施設・
観光地利用

観光施設・
観光地利用

近隣林業・製材所 県産材

食器等

近隣学校・病院等

観光資源
観光資源

工業原料化

図 ５-２４ フラワー・バイオマスタウンのシステムフロー 
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２）基本モデル例の検討

(1
ヒマワリ栽培農家からの花、近隣施設から

の

a)

ついては、花畑の活用など、花そのものを観光資源とする場合と、花を素材として

用する場合とに分けて考える。

【花そのものを観光資源とする場合】

花畑での鑑賞

蜜源】

菜の花等を蜜源にする場合も、菜の花畑に隣接した養蜂所で作業を行うため、生産地か

らの回収は必要ない。

【搾油】

搾油所に輸送する必要があるが、ある程度回収時期が決まっていること、回収のタイミ

ングは刈り取り等の作業で決まることなどから、事業者による直接搬入が望ましい。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○菜の花・ヒマワリ栽培農家からの花の回収

) バイオマスの回収形態例
フラワー・バイオマスタウンでは、菜の花・

廃食用油、森林からの林地残材・被害木が主なバイオマス資源である。これらの回収方

法について検討した。

 菜の花・ヒマワリ栽培農家からの花の回収

花に

活

が主となるため、生産地からの回収は必要ない。

【

■花、蜜源利用⇒回収はなし

■搾油利用⇒直接搬入

b) 近隣施設からの廃食用油の回収

廃食用油については、他のバイオマス資源と同様、「広く浅く」なっていると考えられる。

特に家庭からの排出については、廃食用油自体の家庭での廃棄方法の不明確さ、自治体に

おける分別回収の困難さ等があいまって、現時点での広範囲での回収・利用は難しいため、

事業者のみを考える。

廃棄方法としては、一般家庭のように、紙で吸い取ったり薬品で固めるのではなく、備

え付けのドラム缶等に廃棄する。商店街や複数の小規模事業者で行う場合は、サテライト

型のストックヤードも考えられる。

また、回収方法としては、ドラム缶という特殊な形態であること、観光施設、食堂、病

院等は定常的な排出が考えられることなどから、処理側による巡回回収が現実的である。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○近隣施設からの廃食用油の回収

■廃棄時⇒ドラム缶等へのストック

■回収形態⇒巡回回収
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ストックヤード
（ドラム缶等）

ストックヤード
（ドラム缶等）

大規模
発生源

転換・処理業者

小規模
発生源

小規模
発生源大規模

発生源

ストックヤード
（ドラム缶等）

ストックヤード
（ドラム缶等） ストックヤード

（ドラム缶等）

ストックヤード
（ドラム缶等）

 廃食用油の回収形態 

らの林地残材・被害木の回収

これらの回収システムについては、ウッド・バイオマス

ずる。

a) 用

用など、花そのものを観光資源とする場合

と とに分けて考える。なお、この両者は並行して実施する

こ

【

用、土産屋での販売等により、観光客の目に露出さ

せ

○

図 ５-２５

c) 森林か

県産材については、工業原料化が主な利用形態となるため、丸太ではなく、林地残材や

被害木等を回収する必要がある。

タウンに順

(2) バイオマスの処理・変換形態例
 菜の花・ヒマワリ栽培農家からの花の処理・利

花については、回収の検討と同様、花畑の活

、花を素材として活用する場合

とが可能である。

【観光資源として利用する場合】

観光資源として利用する場合、花そのものを鑑賞する、花を摘む、花を買うなど、いく

つかの形態が考えられる。これらの形態については、技術的制約はなく、いずれも現実的

な利用方法である。すなわち、どのような形で事業者が収入を得るか、そのスキームが重

要となる。

観光資源の原料として利用する場合】

原料としては、蜂蜜の原料、油の原料などが考えられる。効果的な観光資源として成立

させるためには、近隣観光施設での利

ることが必要となる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

菜の花・ヒマワリ栽培農家からの花の処理・利用

■観光資源そのものとして利用する場合⇒花の観賞、摘み取り、購入

■観光資源の原料として利用する場合⇒蜂蜜、油等

⇒観光施設・土産物屋等での利用・販売
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b) 近隣施設からの廃食用油の処理・変換

フラワー・バイオマスタウンにおける廃食用油の利活用目的は観光の振興のための有効

利用であるが、食品リサイクル法の施行等で、廃棄物削減としての目的も一方で存在する。

事業系、産業系の廃食用油については、既に石鹸や飼料として多くが再生利用されてい

るが、一方で焼却されている例もあり、より需要が高い再生品の製造が求められている。

バイオディーゼル化については、自社や利用運送会社のトラックの燃料として再利用する

ことにより、再生品の需要の確保、燃料費のコスト削減を実現することが可能となる。

観光促進のための効果的な利用方法としては、観光地内の移動への活用が主なものであ

る。それにより、移動コストの削減、環境保全型のイメージ形成を ることができる。ま

た、イベント時のディーゼル発電機の燃料に利用することが可能である。

また、CO2削減を目的として自家用・営業用のディーゼル車への利用促進を図る形態もあ

みならず、地元住民や事業者への啓発ともなり

得

食用油の処理・変換

図

るが、観光バスなどへの利用は、観光客の

るため、まずは観光利用を重点的に行う。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○近隣施設からの廃

⇒バイオディーゼル化

■廃棄物削減⇒廃出源の自家消費→燃料コスト削減、再生品需要の確保

■観光促進⇒観光バス、発電機燃料

■CO2削減⇒地元ディーゼル車の利用促進（ ←観光バスへの利用）

c) 森林からの林地残材・被害木の処理・利用

林地残材や製材残材の利活用目的としては廃棄物削減が大きなものであるが、フラワ

観光資源の一環としての利活用が求められている。

の際は、ウッドプラスチック等の技術が成熟していないため、被害木や枝、

器等を製造する方法が考えられる。また、技術

が

ー・バイオマスタウンにおいては、

利用方法としては、県産材を利用した食器や民芸品などの製造・販売が挙げられる。ま

た、観光施設内での実演販売による PR、製造の体験と林地再生などのレクチャーを組み合
わせたエコ・ツーリズム的な展開も考えられる。

早期の実現

根を研磨して民芸品を作成したり、木の食

成熟している再生ボード等によるインテリアや収納ケースなどの製造も考えられる。

技術の進展に併せ、ウッドプラスチックを利用した食器等の製造も行い、製品のバリエ

ーションを増やしていく。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○観光資源の原料としての利用

■短期的⇒被害木等を用いた民芸品、木の食器等

■長期的⇒ウッドプラスチックの食器等

⇒上 実施→エコツーリズムの推進記の実演、販売だけでなく、体験工房等も

 76



(3) バイオマスの利用形態例
フラワー・バイオマスタウンからの再生品として、バイオディーゼル燃料を考える。

a)

定

的

必要である。

ま

 バイオディーゼル燃料

バイオディーゼル燃料については、ディーゼルエンジンの燃料としての用途に限定され

る。また、軽油と混入しない限り現時点では税金が掛からないため、利用形態によっては

経済性が成り立つ場合もある。よって、新たな流通形態を構築し、品質、供給量とも安

することが利用の推進につながると考えられる。そのためには、原料供給者、加工者、

ユーザー（原料供給者、加工者と同一の場合もあり）の協同による需要確保、流通業・商

社等との協力体制の構築による回収・供給のアウトソーシングを図ることが

た、税金や規制の問題も多いため、行政による規制緩和も必要となる。

以上の検討をまとめると、次のとおりとなる。

○バイオディーゼル燃料の利用促進

●新たな流通形態の確立

■原料供給者、加工者、ユーザーの協同による需要確保

■流通業、商社との協力による流通部分のアウトソーシング

■行政との連携
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(4) 基本事業スキーム例
フラワー・バイオマスタウンの実施形態として、「花を利用した観光事業の実施」及び「バ

オディーゼル燃料を用いたディーゼル車の運行」の２つを想定し、それぞれについてのイ

事業スキームを例示した。

a) 花を利用した観光事業の実施

実施形態として、花を観光資源として活用するとともに、花を素材とした製品の開発、

販売を行うことを想定する。事業主体、出資者、取引関係は表 ５-９のとおりとした。

表 ５-９ 花を利用した観光事業の実施の実施形態例 

項目 例

事業主体 蜂蜜・食用油製造協同組合

出資者 花栽培農家、養蜂農家

食店、土産物屋、宿泊施設、旅客輸送飲

取引

残さ

花、蜜はメンバーの農家から仕入れ、販売・利用は飲食店、土産物

屋、宿泊施設で実施

製造会社に手作り工房を設け、蜂蜜を利用した菓子作り、フラワー

アレンジメント、押し花・アクセサリー教室等を行う

関係（仕入れ、輸送、 花のシーズンに協同してイベント実施

処理、販売、利用） 各花畑間の移動等は旅客輸送会社が実施

実施スキームを図示すると、図 ５-２６のとおりとなる。

事業主体

飲食・宿泊・土産物

出資

菜の花・ヒマワリ
農家

出資 花

旅客輸送

出資

イベント

土地・花提供
出店・協力 客の輸送

飲食・販売料入場料等 運賃等

製
品

体験工房

運営費

他地域消費者
通販・ネット

購入費 製品

補助金 銀行

補助 借入 返済

参加者

講師・資材

体験料 手作り品

図 ５-２６ 花を利用した観光事業の実施の実施スキーム 

 78



b) バイオディーゼル燃料を用いたディーゼル車の運行

ゼルを用いたディーゼル車の運行の実施形態例 

実施形態として、廃油の回収により製造したバイオディーゼル燃料を旅客輸送や農家の

ディーゼル車やトラクター等に利用することを想定する。事業主体、出資者、取引関係は

表 ５-１０のとおりとした。

表 ５-１０ バイオディー

項目 例

事業主体 NPO法人

出資者 個人、法人

購入等の特

典が与えられる

の引取りが割安で可能となる

出資者はバスの無料利用、蜂蜜や食用油の割引

法人会員は廃食用油

取引関係（仕入れ、輸送、

理、販売、利用）

、バイオディーゼルの製造は業者に委託（会残さ処 廃食用油の回収

費と寄付より）

燃料はバス会社に販売

啓発イベント等を実施

実施スキームを図示する おりとなる。と、図 ５-２７のと

事業主体

バス会社

補助金

補助
出資

法人会員

委託費 BDF

バイオディーゼル
製造業者

BDF 購入費

廃食用油

個人会員

出資 情報

図 ５-２７ バイオディーゼルを用いたディーゼル車の運行の実施スキーム 
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(5) フラワー・バイオマスタウン
バイオマスタウ

適応地域の設定

ためには、適切なンを実現させる 地域において適切に設計する必要があ

る。フラワー・バイオマスタウンの設置における要件を表 ５-１１に示す。

表 ５-１１ フラワー・バイオマスタウンの設置要件 
項目 要件
バイオマス資源量 花畑が多い地域、林地残材、潜在資源の発生量が多い地域
バイオマスの集積度 花と蜜のイメージ形成のため、フラワーロードのような花畑の集積は必

須である
需要の確保 観光客の増加を促すため、一般的な観光地にあるものと、そこにしかな

い特徴的なものを兼ね備える必要がある
バイオディーゼルについては、交通アクセスの不便さが逆に有利に働き、
観光バスの利用促進につながる可能性があるため、とくに大規模駅の周
辺である必要はない

土地利用の状況 地域一体の観光のイメージ形成のため、近隣に工場等がある場合は、敷
地内の緑化等を進めることが望ましい。なお、エコツアー、体験旅行等
と連携する場合は、森林周辺が望ましい

産業間の連携 観光業と林業・農業を連携させたグリーンツーリズムの 視野に入
れるべきである。また、観光の場合、産業ではなく、地 との連携

展開も
元住民

は必須である
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