
４．バイオマス技術・システムの検討

４－１ 千葉県におけるバイオマス利活用の現状

１）バイオマス利活用の分布

 千葉県において、バイオマスを活用した取り組みがすでに行われている。それらの分布

を図 ４-１に示す。都市部を中心として、食品廃棄物を用いたメタン発酵や肥料化の事例が
多くなっている。また、沿岸部の工業地帯や山間部においては木質系資源を用いた利活用

の事例が見られる。
2004.3/31現在

食品
（㈱

残さの乾式メタン発酵・発電・たい肥化
フジコー）

H14食品リサイクル推進モデル整備事業

醤油粕から飼料及び飼料添加物製造
（㈱農業技術マーケティング）
H14食品リサイクル推進モデル整備事業

木質バイオマスの植繊化
（ウッドリサイクル協同組合）
H12林業構造改善事業

廃木製パレットを乾燥用熱源に使用
（千葉バイオマス利用促進協同組合）
H15木質バイオマスエネルギー利用促進事業

製材残材のチップ化、おが粉化
（新生木材産業協同組合）
H14・15木材産業構造改革事業

廃食用油からバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）製造
（生活クラブ生活協同組合、NPOせっけんの街）
H15バイオマス利活用フロンティア推進事業
（食品廃棄物関連対策）（機械導入）

食品廃棄物の湿式メタン発酵
（ジャパン・リサイクル㈱）
千葉県ｴｺﾀｳﾝﾌ ﾗ゚ﾝ(メタン発酵ガス化施設設置事業)
H14ゴミゼロ型地域社会形成推進施設整備事業

食品廃棄物の飼料化
（(有)ブライトピック）
H12リキッドフィーディング利用促進事業

一般家庭食品残さのたい肥化
（NPOビオスの会）

廃食用油からバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）製
造
葉 港 輸㈱

野菜残さのたい肥化
（(農)和郷園）

コンビニ系食品残さのた
（㈱アグリガイアシステム

い肥化
）

ホテル系食品残さのたい肥化（飼料化）
（(農）旭愛農生産組合）
H15バイオマス利活用フロンティア推進事業
（土づくり関連対策（ソフト））

旭市

木質バイオマスのガス化（噴流床試験研究）
（㈱新日本製鐵）

木質バイオマスのガス化（流動床試験研究）
（㈱荏原製作所）
H15文部科学省リーディングプロジェクト

木質バイオマスのエタノール化研究
（㈱月島機械）

廃食用油のせっけん化
（生活クラブ生活協同組合、NPOせっけんの街）

白井市

市川市

千葉市

袖ヶ浦市

市原市

大多喜町

山田町

木更津市

富津市

食品残さの飼料化（ﾘｷｯﾄ ﾌ゙ｨｰﾃ ｨ゙ﾝｸ ）゙
（(有)エコフードシステム）

八街市

野栄町

剪定枝のたい肥化
（野田市）
H11持続的農業総合対策事業

野田市

ビール製造有機性排水の湿式メタン発酵・発電
（㈱サッポロビール船橋工場）

船橋市

柏　市

千葉県内のバイオマス利活用事例

野菜残さの液肥・たい肥化

H15バイオマス利活用フロンティア推進事業
（食品廃棄物関連対策（機械導入））

（(有)生産者連合デコポン）

大栄町

廃木材・廃ﾌ ﾗ゚ｽﾁｯｸで再生ボード製造
（㈱東京木工所）千葉県ｴｺﾀｳﾝﾌ ﾗ゚ﾝ
(廃木材・廃ﾌ ﾗ゚ｽﾁｯｸﾘｻ ｲｸﾙ施設設置事業)
H15資源循環型地域振興施設整備事業

食品加工残さの液肥化
（㈱ジェイフーズ）

富里市

家畜排せつ物のメタン発酵
（清水建設・三井造船）
H15･16ＮＥＤＯ実証研究開発

印西市

ホテル食品残さのたい肥化
（ホテルニューオータニ幕張）

君津市

製材残材等からオガライト、家畜敷料、菌床用
培地原料、ボイラー燃料用乾燥木粉を製造
（(有)丸吉）

長柄町

木毛セメント板の製造
（興亜不燃板工業㈱）

木質バイオマスの乾燥用熱源利用
（チヨダウーテ㈱千葉工場）

鎌ヶ谷市

果樹剪定枝等の炭化（鎌ヶ谷市果樹剪定枝
等リサイクル事業推進協議会）

木質バイオマスの燃焼発電
（吉野石膏㈱千葉工場）

図 ４-１ 千葉県内のバイオマス利活用の分布 

 14



２）千葉県におけるバイオマスタウン

 千葉県北東部において、国の委託プロジェクト研究により、バイオマス多段階利用シス

テムの構築及び実証が、平成１６～１８年度に実施される予定である。この実証研究では、

バイオマス資源を単体として捉えるのではなく、地域にある多様なバイオマス資源に対し

て、メタン発酵、たい肥化、炭化、水蒸気爆砕等のシステム化や再生資源の活用技術の開

発を行い、これらを適切に組み合わせることで、地域全体としてバイオマスの多段階利用

を目指すものである。
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図 ４-２ バイオマス多段階利用システムのイメージ 

 15



４－２ バイオマス利活用技術の動向

１）バイオマス利活用技術の分類

 バイオマスの種類は図 ４-３に示すように非常に多岐にわたっている。その分類方法も分
野により定義が異なっている状況である。それらバイオマス資源に対して、多種多様なバ

イオマス利活用技術が存在している。

サトウキビ、テンサイ、スイートソルガムなど糖質系
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セルロース

でんぷん系

炭水化物系

油脂系

トウモロコシ、キャッサバ、サツマイモなど

ネピアグラス、ササ、ポプラ、プラタナスなど

ユーカリ、アオサンゴなど

アブラヤシ、ナタネ、ヒマワリなど

陸域系

淡水系

微生物系

海洋系

ホテイアオイ、カナダモなど

マコンブ、ジャイアントケルプ、アオサなど

クロレラ、光合成細菌など

バ
イ
オ
マ
ス

生
産
系

未
利
用
資
源
系

廃棄物系

農林水産系

水域系

生活系

産業系

水産系

畜産系

林産系

農産系

二次林（低利用里山）･･･クヌギ、ナラなど

林地残材･･･枝条、間伐材、小径木など

工場残廃材･･･端材、おがくず、バークなど

家屋廃材

投棄魚、死魚など

もみがら、稲わら、麦わらなど

野菜くず、食品加工残さなど

家庭ごみ、し尿など

下水汚泥、パルプスラッジなど

牛・豚糞尿

と場残さ

鶏ふん

※四角囲みのものは、千葉県内で利用可能なバイオマス

出典：バイオマスハンドブック（（社）日本エネルギー学会）

図 ４-３ バイオマス資源の分類 



バイオマス利活用技術は、その利用手法によって大きく二つに分けることができる。一

つは、バイオガスの生成や・バイオマスの直接燃焼・燃料化などの工程によって、熱・電

気・燃料などへ転換することでエネルギー利用に供するものである。もう一つは、バイオ

マス資源そのものに対して発酵・炭化・加熱等によって肥料や飼料などにして、マテリア

ル利用に供するものである。食品原料とするものなども、このマテリアル利用に分類する

ことができる。

本調査においては、検討対象技術として近い将来実用可能と考えられる技術を中心とし

て、表 ４-１に示す分類に基づき、バイオマス利活用技術を検討した。

表 ４-１ バイオマス利活用技術の分類 

バイオマス種 エネルギー利用（熱、発電、燃料化） マテリアル利用

食品廃棄物 メタン発酵

バイオディーゼル燃料

飼料化、たい肥化

バイオマス由来プラスチック

家畜排せつ物 メタン発酵 たい肥化、炭化

木質系資源 木質エネルギー利用

アルコール燃料化

炭化

バイオマス由来プラスチック

草本系資源 メタン発酵

アルコール燃料化

たい肥化

水産廃棄物 ―― 機能性食品

汚泥 メタン発酵 建設資材等への利用
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２）バイオマス利活用技術の概要

(1) メタン発酵
a) 特徴

 メタン発酵とは、酸素のない環境下で微生物によって有機物を分解させ、ガス（メタン、

二酸化炭素など）を発生させエネルギー利用するものであり、様々な有機物を原料とする

ことができる。

食品廃棄物・家畜排せつ物のみならず、汚泥や草本系廃棄物など様々なバイオマスを混

合して、メタン発酵を行う混合メタン発酵と呼ばれる方法や、たい肥や液肥の製造と組み

合わせる方式が注目されている。

b) 導入事例

バイオマス種としては、食品廃棄物、家畜排せつ物、汚泥などであり、草本系廃棄物な

どを混合する場合も見られる。ジャパン・リサイクル株式会社の事例では、製鉄所内に設

置することで効率的なシステムを構築している。また、サッポロビール株式会社の事例で

は、ビール製造の有機性排水を利用してメタン発酵し、そのガスで燃料電池コジェネレー

ションを運用している。

ジャパン・リサイクル株式会社（千葉市） 
食品加工業等から排出される有機性廃棄物を受け入れ、高温で前処理することにより高効率のメ

タン発酵が可能となるバイオガス化施設であり、発生したガスは製鉄所内で燃料として利用され

る。 

 
         施設全景              消化液貯留槽 
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サッポロビール株式会社（船橋市） 
ビール工場からの高濃度有機性排水を利用して、メタン発酵を行っている。発生するバイオガ

スを、通常行われているように単に蒸気ボイラーで燃やさずに、バイオガスのエネルギーの約

80%を電気・熱として利用できる燃料電池コジェネレーションシステムを運用している。 
 

 
燃料電池発電プラント 

c) 規模

既存の導入事例では、食品廃棄物を対象としたものでは１～30t／日程度の設備規模が主
流となっている。家畜排せつ物を対象としたものでは、５～300t／日程度の設備規模が中
心となっている。いずれにしても、原料の調達によって規模の拡大は可能と考えられる。

出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック

図 ４-４ 食品廃棄物を対象としたメタン発酵設備規模 
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出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック

図 ４-５ 家畜排せつ物を対象としたメタン発酵設備規模 

d) 導入課題

・

排出される食品加工残さや家畜排せつ物については比較的問題は少ないが、

業系や家庭系生ごみを原料とする場合は排出されるものが日によって異なり均質化が難

スチックなど異物の混入が問題となるため、除去が必要となる。

・ 排水処理の問題

ガス化プロセスでの技術課題はほとんど無く、消化液の排水処理に係るコストの低減が

課題である。

・ 廃熱の利活用

効率を高めるためには熱の利活用が不可欠となるが、その需要先の確保が課題である。

 原料の品質

食品工場から

事

しいほか、紙やプラ

 

 20



(2) アルコール燃料化
a) 特徴

 アルコール燃料化とは、有機性廃棄物に対して発酵や部分燃焼などを行うことにより、

メタノールやエタノールなどのアルコール燃料に加工するものである。

エタノールについては、海外では主として、自動車燃料としての利用（ガソリンとの混

合）が行われており、ブラジルでは 1975年より国策としてエタノールを自動車燃料に利用
しており、毎年収穫されるサトウキビの半分近くが食用、残り半分がエタノール原料とさ

れている。

b) 規模

アルコール燃料化については実証段階であり、具体的規模に関しては明らかではない。

一般的に、規模が大きい方が、製造効率が上昇する傾向にある。ただし、原料の輸送によ

る環境負荷とのバランスも考慮する必要がある。

c) 導入課題

・ 製造コスト

バイオマスエタノールと競合する商品としては、ガソリン及び輸入エタノールが想定さ

れる。いずれも 30円/リットルを切るものと考えられ、これらとの関係で対抗力を持つ必要
がある。しかし、国内資源の量から、コストを充分に下げるほど大規模なプラントの建設

は非現実的であるため、現実的には、原料は逆有償の建設発生木材に限られてしまう。

・ 技術

建設発生木材には防腐剤などが添加されている場合があるため、エタノールへの変換効

率が低下する恐れがある。変換効率を維持する技術が求められる。

・ 規格化／インフラ整備

2006 年より、E3 燃料は自動車を改造せずに使用できる（揮発油関連法令の改正施行も
行われる）が、E10 についてはまだ同様の認可を受けていない。また、エタノール混合の
割合を増やす際には様々なインフラの更新が必要と考えられる。これは、ガソリンスタン

ドなどの設備をアルコール混合燃料対応の設備に更新する必要があるためである。
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(3) バイオディーゼル燃料
a) 特徴

バイオディーゼル燃料（以下 BDF）とは、ホテルやレストラン、一般家庭のほか、食品
工場などから排出される廃食用油を原料として燃料を製造し、ディーゼル機関における軽

油代替の燃料として利用するものである。

BDFの主な特徴は、排ガス中の大気汚染物質である窒素酸化物（NOx）、一酸化炭素（CO）、
炭化水素（HC）、浮遊粒子状物質（SPM）が軽油使用時に比べて減少する点である。した
がって、化石燃料の代替エネルギーという効果に加えて、大気汚染減少の効果も期待でき

る。

b) 導入事例

 生活クラブ生協千葉、特定非営利活動法人せっけんの街の事例では、石けん利用推進運

動から発展して、バイオディーゼル燃料の販売を行っている。千葉三港運輸の事例では、

自社で廃食用油再生処理装置を導入して、トラックの燃料として利用している。

生活クラブ生協千葉、特定非営利活動法人せっけんの街（柏市） 
特定非営利活動法人せっけんの街では、せっけん利用推進運動の一環として1983年から廃
食用油の回収を行い、廃食用油を使った石けんの製造・販売をしていたが、廃食用油の有効利

用の一つとしてバイオディーゼル燃料の販売も行っている。 

    
家庭からの廃食用油の回収            ＢＤＦ変換装置 
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千葉三港運輸株式会社（市原市） 
千葉三港運輸（株）では、事業所近辺のテーマパーク、飲食チェーン、食品工場、デパート、スー

パー等から発生した廃食用油を回収し、自社で廃食用油再生処理を行ってバイオディーゼル燃

料を生産している。製造した燃料は、自社の運送用トラックの燃料として使用している。 

 
           BDF製造装置全景               BDF製造装置内部 

c) 規模

 既存の導入事例では、30リットル／日といった小規模なプラントから 10,000リットル／
日程度の大型プラントまで様々な規模のものがある。小規模で BDF 製造を行う場合には、
採算性の問題から、水質汚染の防止、環境教育プログラムの一つ、温暖化防止を目指した

まちづくり、など BDFの位置づけを行うことで、直接的な経済効果以外の側面を高める工
夫が求められる。

出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック

図 ４-６ BDF製造設備の規模 
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d) 導入課題

・燃料の品質

一般的な普及にはバイオディーゼル燃料の規格化が必要である。

・良質な廃食用油の確保

食品工場などから排出される良質な廃食用油は既存用途との競合が予想される。また、

一般家庭から排出される廃食用油については、効率的な回収システムの構築が必要である。

・低品質の廃食用油への対応

動物性油や酸化が進んだ油が混入した場合、バイオディーゼル燃料の品質を低下させる

可能性がある。プラントを大規模化する場合、効率的な変換を行うためには、前処理技術

の開発が必要である。

・コモンレール方式1のディーゼル車

大気汚染対策として今後普及が見込まれているコモンレール方式の燃料噴射を採用する

ディーゼル機関への対応が必要である。

1ディーゼル機関において、噴射の前に高圧で筒（コモンレール）内に燃料を蓄え、電子制
御により、最適なタイミングで燃料を噴射する方式。高圧での燃料噴射を行うことによっ
て黒煙などを低減できる。
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(4) 木質エネルギー利用
a) 特徴

 木質エネルギー利用とは、木質系資源を燃焼させることで熱・電気等の２次エネルギー

を得る利用方法である。原料としては、建設発生木材や端材などを燃料としていることが

多い。

木質エネルギー利用には、木材を直接燃焼させる直接燃焼方式と、木材を粉砕・圧縮し

て固形燃料とするペレット加工の２種類に分けられる。直接燃焼には、蒸気タービンによ

って発電を行い、その余熱を木材乾燥などに利用したりするコジェネレーションと呼ばれ

る技術も存在し、高いエネルギー効率を誇る。

b) 導入事例

 千葉バイオマス利用促進協同組合では、他企業からの廃パレットを木材乾燥や燻煙の熱

源として利用している。

千葉バイオマス利用促進協同組合（木更津市） 
大手企業から木質廃棄物である廃パレットリサイクルの要請を受け、それを燃焼させて木材乾燥

や丸太の燻煙処理の熱源として利用している。燻煙により付加価値を高めて木材製品を高く売っ

たり、乾燥用の化石燃料使用量の削減するなどの効果が出ている。 

廃パレットと燃焼装置 

c) 規模

 直接燃焼については、既存事例では 10～500t／日程度の規模となっている。特に、発電
を行う場合には、規模を大きくしなければ効率が低下する。廃熱利用促進のためには、熱

の需要がある地点にプラントを建設する事が望ましい。

ペレット加工については、既存事例では１～10t／日程度の規模となっており、比較的小
規模のものが多い。導入自体は容易であるが、ペレットボイラー・ペレットストーブなど

を利用する需要が存在することが必須となる。
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出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック

図 ４-７ 木質エネルギー利用に関する設備規模 

d) 導入課題

・資源調達コスト

回収・輸送にかかるコストが高いため、近隣から原料を調達するなど、効率的に調達で

きる手法が必要となる。

・エネルギー供給先の限定

エネルギーとして温熱や蒸気の供給先は、発電施設から近いところでなくてはその効果

が期待できない。また、ペレットについては輸送が可能であるが、用途の汎用性に劣る。

・住民理解

有機性廃棄物を集約するため、腐敗による悪臭など、住民が不安を感じる可能性がある。

地域に対する充分な説明が必要となる。

 26



(5) たい肥化
a) 特徴

 たい肥化は、有機性廃棄物等を微生物の働きによって分解（発酵）するなどして、たい

肥を作る方法で、古くから有機性廃棄物の処理法として広く用いられている。

たい肥化技術には、大きく分けて堆積方式、攪拌開放方式、攪拌密閉方式の３つの方式

がある。堆積方式は、最も簡素で安価な方式であり、現在最も用いられている方式である。

しかし、悪臭対策やたい肥化の速度などの点で劣るため、プラント等の導入が必要な攪拌

方式が用いられることもある。そのほか、野菜くずや家畜糞尿等を液肥として加工する方

式も存在する。

b) 導入事例

 旭愛農生産組合の事例では、ホテルから発生した生ごみと鶏糞を利用して、混合たい肥

を製造している。また、農事組合法人和郷園の事例では、自然の自浄作用をモデルにバラ

ンスよく微生物を活性化させる BMW技術を核とした地域循環型農法を実践している。
旭愛農生産組合（旭市） 
旭愛農生産組合では、千葉市のホテルニューオータニ幕張から搬送される乾燥生ごみ（ホテルニ

ューオータニ幕張は、日量 1.5tの生ごみ乾燥機を導入、1日当たり0.8～1.2tの生ごみを約 5分の

1に乾燥・減量化）を組合の鶏糞たい肥化施設に投入し、混合たい肥を製造している。 

なお、東京・千代田区のホテルニューオータニでは、34 軒あるレストランと宴会場の 50 カ所の厨

房から排出される1日 5tの生ごみを、ホテル内に設置したコンポストプラントでたい肥化し、さらに

このたい肥を利用して栽培した野菜をホテルへフィードバックするリサイクルシステムを構築して

いる。 

  
      乾燥生ごみ             たい肥舎            たい肥散布状況 
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農事組合法人 和郷園（山田町） 
２０～３０歳代の若い農業後継者が組織の中心で、千葉県の東北部（東は銚子市から西は成田

市近郊まで）を拠点に活動している。畜産農家と耕種農家の協力を基礎に、野菜残さ等を利用し

たBMW技術の導入及び有機質肥料を使用する地域循環型農法に取り組み、また、農薬使用は

必要最小限にするなどの方法で、自然環境への負荷が少ない次世代に継承できる農業の確立を

目指している。

 
たい肥舎        野菜残さ い 製造装置 た 肥

) 規模

入事例では、処理量として 0～20t／日の規模となっており、大きくても 25t／

) 導入課題

においては、ごみ分別の協力が住民に求められるが、不完全な分別による

異

原料収集・分別の効率、コスト

分別品目を増やすことで収集コスト増大の要因となる。

ま

疫病伝染の予防

象としたたい肥化に際しては、疫病の伝染に配慮する必要がある。

たい肥の流通

ら広域的に流通させることが難しい。地域の主体が連携して、近隣でた

い

c

 既存の導

日程度である。大規模施設での集約処理は効率的だが、収集運搬にかかる費用や処理にか

かる費用の点から課題が大きい。

d

・原料の品質

家庭系生ごみ

物混入を防ぐためにも、分別収集に対する住民の理解を得る方策を検討する必要がある。

また、家畜排せつ物の場合、原料中の塩分やホルモン剤、抗生物質等が人体に何らかの影

響を与える可能性も考慮する必要がある。

・

家庭系生ごみについては、新たに

た、事業系生ごみについては、収集運搬事業者ごとに顧客を巡回し回収を行う場合には

非効率となる。さらに、収集した原料の分別作業に伴う人件費も必要となる。

・

家畜排せつ物を対

・

運送費の問題か

肥を流通させるシステムを構築する必要がある。
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(6) 飼料化
a) 特徴

生ごみ・食品加工残さ等を脱水、乾燥、ペレット化などの工程によって、家畜や養殖用

の飼料とする技術である。

飼料化方式には、大きく分けてリキッド方式とドライ方式の２つの方式がある。リキッ

ド方式とは、原料を水と混合して発酵処理を行ったあと、パイプ圧送やタンクローリー車

で輸送して給餌する方法である。ドライ方式は、原料を加熱等により脱水することで飼料

とする方式である。

b) 導入事例

 有限会社ブライトピックの事例では、食品残さを利用して液状の飼料へ加工するドイツ

のリキッドフィーディングシステムを導入している。

有限会社ブライトピック（山田町） 
（有）ブライトピックは，国際競争力に対応できる日本の養豚業の確立を目指し、コスト低減と消費

者に喜ばれる安心・安全で美味しい豚肉の生産を目指している。 

その一環として、平成 12 年より食品残さを飼料化するドイツのリキッドフィーディングシステム（液

状飼料）を導入した。その後リキッドフィーディングによる子豚舎を設置や、オランダのシステムを

採用した銚子農場を開設する等、リキッドフィーディングに係わる取り組みを深化させている。 

     
原料の残さ（パンの耳）の投入     予備撹拌（パンと牛乳）    コントロール端末：給餌まで全て 

オートメーション化
 

c) 規模

 既存の導入事例では、生ごみの処理量として５～200t／日規模となっている。
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d) 導入課題

質

混入等の恐れがあり、十分な前処理が必要である。家庭系生

ご

入料金引き上げなどによって、排出事業者を再資源化に誘導するよ

な施策が必要である。

を行い、飼料の供給ルートを確保

・原料の品

食品工場から排出される食品加工残さについては品質が安定していると考えられるが、

事業系生ごみについては異物

みについては、安定した品質の生ごみを確保することは困難である。

・資源化へのインセンティブ

自治体焼却施設の受

う

・飼料供給ルートの確保

近隣地域において、飼料メーカーや畜産農家との連携

することが求められる。

・他の処理方法との競合

食品リサイクル法においては資源化の他に減容化が認められており、脱水や乾燥などの

処理と競合することが考えられる。
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(7) 炭化
a) 特徴

木質系廃棄物などのバイオマス原料を、酸素の供給を絶って加熱し熱分解させることに

より、効率よく炭素含有率の高い生成物を得る技術である。木材の炭化は、高カロリー化

技術として古くから利用されている。

を行っている。

鎌ヶ谷市果樹剪定枝等リサイクル推進協議会（鎌ヶ谷市）

b) 導入事例

鎌ヶ谷市の事例では、鎌ヶ谷市果樹剪定枝等リサイクル事業推進協議会を立ち上げ、果

樹剪定枝等の共同炭化処理

 
ら排出される剪定枝（約 1,400 ﾄﾝ／年）等の焼却処分を見直して、

リ

業推進協議会を事業主体とする果樹剪定枝等リサイクル事業を

立ち上げた。同協議会は、鎌ヶ谷市の助成（300 万円／年）を受けて果樹剪定枝等の共同炭
に住宅の多い梨園農家が焼却処理もできず有償で廃棄処分して

い

00円／２t ﾄﾗｯｸ 1台 
○再資源化した木炭は、農家が持込み量に応じて受け取り、梨園の土壌改良材などとして利

用されている。 

鎌ヶ谷市は、市内の梨園か

サイクルによる資源循環を推進するため、3ヵ年間の試行を経て平成 15年度から鎌ヶ谷市
果樹剪定枝等リサイクル事

化処理を行うもので、周辺

た剪定枝を少額の自己負担で、再資源化による利活用が可能となった。 
○農家が負担する炭化処理費   2,5

   
梨剪定枝                    梨園施用状況 

c) 規模

 既存の導入事例では、バイオマス資源の処理量として１～100t／日規模となっている。
小規模プラントから大規模プラントまで様々な規模のものが存在しており、最終製品によ

ってもその規模が異なってくる。輸送費がかかることから、近隣に原料が存在していたり、

製品のニーズが高い地域に建造することが望ましい。
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d) 導入課題

質

製品の需要

ニーズが低く、単価も安いものであるため、燃料用途のみではな

く

・原料の品

建設発生木材、プレカット等の端材など、異物が混入している廃棄物を炭化する場合は、

炭化物の品質が不安定となる可能性がある。

・

炭化物の商品としての

、炭化物の特性（吸着作用、消臭作用、土壌改良作用等）を生かした新規用途の掘り起

こしが必要となる。
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(8) 建設資材等への利用

としての利用や、タイル、インタ

ロッキングブロック、炭化汚泥を用いた脱臭剤等への二次製品としての利用に分けられ

の有効利用の方法を図 ４-８に示す。

a) 特徴

汚泥の建設資材等への利用は、大きくは脱水汚泥を用いたセメント原料等への利用、焼

却灰や溶融スラグを用いた路盤材や埋戻材等への原材料

ー

る。建設資材へ

出典：バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル（案） （国土交通省）

図 ４-８ 汚泥の建設資材への有効利用の方法 
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b) 規模

 大阪市の事例では、全体で約１年分の生産量に相当する在庫が必要となっている。した

が

・競合材との価格差

コンクリート製インターロッキングブロックとの価格差が大きく問題となる。

・原料品質の問題

廃棄物を材料にすることから陶管屑や洗砂が異物を含むことも多く、焼却灰の成分、性

が一定しないことから、常に一定の条件で規格にあった製品を生産し続けることは困難

である。

って、建設資材等への利用には相当規模の生産設備及びストックヤード等の整備が必要

になると考えられる。

c) 導入課題

状
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(9) バイオマス由来プラスチック

源を利用した木材-プラスチック複合素材と、生ごみや食品加工残
を用いたプラスチックがある。

チック複合素材は、微粉化した木材とポリエチレンやポリプロピレン等の熱

を混練することにより作られる。プラスチックにはない木質感があ

る

一方、生ごみなどの有機性廃棄物を原料として作るプラスチックは、乳酸発酵などの工

ク原料として利用する。廃棄された時に土中や海水中の微生物により

分

b) 規模

木質系資源を利用したものでは、ミサワホームの事例で廃木材 2.6ｔ/日、廃プラスチック
2.5ｔ/日、合計５ｔ/日の規模となっている。
食品加工残さを用いたものでは、（財）北九州産業学術推進機構の事例で食品加工残さ１

ｔ/日の規模となっている。実証段階の技術であり、実用段階の適正規模等は明らかではな
い。

c) 導入課題

・原料の確保

木材-プラスチック複合素材では、廃木・廃プラスチックなどの原料を潤沢に確保する必
要がある。

・技術水準

食品加工残さを用いたものでは技術水準が実証段階であり、実用化までには至っていな

い。

・製品の安全性

今後期待されている食品関連分野においては、製品の安全性の担保が必要。また、分解

過程で発生する中間生成物の安全性の基準も必要となってくる。

・価格面での競合

汎用プラスチックやその他代替素材との価格面での競合が生じる。

a) 特徴

有機性廃棄物を原料として、プラスチック製品を作る技術である。バイオマス由来プラ

スチックには、木質系資

さ

木材-プラス
可塑性プラスチックと

ため、住宅の内装材やガーデニング資材などに利用されている。

程を経てプラスチッ

解され、最終的に水と二酸化炭素になる生分解性プラスチックの製造の試験が行われて

いる。
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(10) 機能性食品
a) 特徴

 

発されている。また、重金属など有害物質除

去

 

課題

技術水準

術水準は実証段階であり、実用化までには至っていない。

水産加工廃棄物は油分（DHA、EPA など高度不飽和脂肪酸）、有機分などの有用物資が
多く含まれており、その有効活用が望まれている。これらの成分を生かしたサプリメント

や化粧品原料、医薬品原料などへの応用が開

のための技術開発も進められている。

b) 規模

機能性食品製造に関しては、いずれも研究・実証段階のため、実用段階の適正規模等は

明らかではない。

c) 導入

・

現在の技

・製品の安全性

人間が直接体内に摂取するため、製品の安全性については十二分の担保が必要である。

また、水産廃棄物については、重金属の蓄積が問題となる。
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３）バイオマス利活用技術導入の方向性

廃棄物

れることはない。都市部において家庭からの生

みを分別収集することについては、悪臭・腐敗等の問題を密閉容器の利用などで解決す

えられる。ただし、残さ及び消化液の処理について十分考慮する必要がある。

システムの構築がポイントとなる。生ごみ系と異なり悪臭・腐敗に関

る問題がないことから、都市部においても回収事業導入のハードルは低いと考えられる。

廃食用油は発生量が少ないことから、まとまった量が確保できる業務用廃

が必要である。

展によっ

有望となる可能性がある。

利活用の方向性をまとめると、表 ４-２のようになる。

性 

(1) 食品系
 生ごみや食品加工残さを主に対象とする技術には、メタン発酵、たい肥化、飼料化があ

げられる。たい肥化、飼料化については、原料となる有機物に一定程度の品質が要求され

るため、事業系食品加工残さ等を中心とすることがよいと考えられる。メタン発酵につい

ては、たい肥化、飼料化ほど品質が要求さ

ご

ることが考

廃食用油が対象となるバイオディーゼル燃料については、技術的な問題は少なく、廃食

用油の効率的な回収

す

ただし、家庭系

食用油の調達

バイオマス由来プラスチックについては、現在実証段階であり、研究開発の進

て

食品系廃棄物の

表 ４-２ 食品系廃棄物利活用の方向

利活用技術 方向性

メタン発酵 ・ 都市部における事業系食品廃棄物の利用

・ 残さや消化液の利活用・処理が課題

たい肥化 ・ たい肥利用先の多い稲作・畑作地域

・ ごみ分別等による住民参加型の取り組みを促進

・ 原料品質の確保が課題

飼料化 ・ 飼料利用先となる畜産農家近辺

・ 原料となる質の高い食品廃棄物の調達

・ 原料品質の確保が課題

バイオディーゼル

燃料

・ 業務用廃食用油の調達

・ 住民啓発を兼ねた廃食用油の家庭からの回収

・ 公用車等への利用
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(2) 家畜排せつ物
家畜排せつ物を対象とする主な技術としては、メタン発酵とたい肥化が挙げられる。た

い肥化については、導入実績の多い技術であり、地域でたい肥の受け入れ先がある場合に

は導入しやすい。一方、メタン発酵については、技術的な完成度は高く、導入実績も多い。

ただし、本州地域においては発酵残さの液肥還元が難しいことから、残さ処理の問題を考

慮する必要がある。

炭化については、鶏糞の高速処理が可能とされているが、技術的な信頼性の確保が課題

である。

表 ４-３ 家畜排せつ物利活用の方向性 

利活用技術 方向性

メタン発酵 ・ 畜産農家がまとまっている地域近傍での実施

・ 発酵残さの処理が課題

たい肥化 ・ 畜産地域近傍でたい肥化して、地域の農家で利用

・ 原料中のホルモン剤などの物質への対応が課題

炭化 ・ 鶏糞の高速処理

・ 導入実績が少ないことから信頼性の向上が課題

(3) 木質系資源
を利用 技術としては、木質エネルギー利用、炭化、バイオマス由来

が挙げ

木質エネルギー利 実績も高い。発電を

用技術に まとまった量の木質資源が得

られることが前提と

炭化に関しても技 も安定しているため導入しやすい技術であ

価値をつけ ことが重要である。

バイオマス由来プ 対応から、家電の廃プラス

チックや廃木材といった安価な原料を確保することで導入の可能性が開けてくる。

ー 段階の技術であり、技術的な信頼性の確保

には、更なる

木質系資源 する主な

プラスチック られる。

用については、古くから行われており、技術的な

伴う高度利 ついては規模の大きい施設になるため、

なる。

術的な完成度は高く、需要

る。付加 た商品開発など、販売戦略を立てる

ラスチックでは、競合材との価格競争への

その他、アルコ ル燃料化については、実証

のため 研究・開発が必要と考えられる。
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表 ４-４ 木質系資源利活用の方向性 

利活用技術 方向性

木質エネルギー

利用

・ 熱需要のある施設近傍での展開

・ 木質ペレットやオガライトの公共施設における利用

炭化 ・ 炭化に適した木質資源の豊富な山林付近での展開

・ 化学物質対応・吸着効果応用など高付加価値製品の製造

バ

ク ・ 公共施設整備における製品の積極的利用

イオマス由来

プラスチッ

・ 廃木材や廃プラスチックなどの発生源付近での展開

源

を利用 アルコール燃料化が

挙げられる。草本系 は、相当な資源量の確保が必要であり、後

バイオマ 望ましい。

産廃棄物

水産廃棄物の機能 術があるものの、信

性の確保が不足している。重金属等の蓄積や、食品の効能・効果の客観的な検証などの

要がある。

。これをさらに高度利用するためには、ガス発電や燃料電池

な

どの市場動向

か

(4) 草本系資
草本系資源 する主な技術としては、メタン発酵、たい肥化、

資源単独で利用するために

述する他の ス資源との総合的利用の一つとして位置づけることが

(5) 水
性食品への利活用については、実用化している技

頼

課題を解決する必

(6) 汚泥
汚泥を対象とする主な技術としては、メタン発酵、建設資材等への利用が挙げられる。

メタン発酵では、すでに下水汚泥に関して消化ガスの消化層加温に利用されていること

もあり、技術的な実績は高い

どの発電設備を導入することにより、余剰の消化ガスを有効利用することが可能となる。

建設資材等への利用については、建設需要の低下や競合製品との価格差な

ら、拡大が難しい分野である。公共工事等での積極的な利用が確保されることが、技術

導入の前提となる。
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表 ４-５ 汚泥利活用の方向性 

利活用技術 方向性

メタン発酵

推進

・ 下水処理場等での積極的な利用

・ ガスエンジン発電、燃料電池発電などの高度利用の

建設資材等への

利用

・ ブロック・タイル等の２次製品への応用

・ 公共工事における製品の積極的利用

(7) バイオマスの総合的利用
 

資源

総合的に利用することも、選択肢の一つとして考えておく必要がある。例えば、下水汚

ス資源が集まっている地点に、食品廃棄物や草本系資源などを合わせて

メ

際しては、発生源だけでなく需要との適切なマッチングを

慮することも重要である。エネルギー利用の場合には熱の需要や発電電力の需要が、マ

用でもその製品の需要が近くにあるところで利用することが、バイオマス利活

用

これまで、バイオマス資源はその種類に応じて技術やシステムが導入されることが多か

った。しかし、同じバイオマス種をまとまった量集めることが難しい場合もあり、また、

様々なバイオマス種が同じ地域に存在することもある。そのため、複数のバイオマス

を

泥というバイオマ

タン発酵発電等に利活用したり、食品廃棄物、家畜排せつ物を混合して良質な肥料とす

ることなどが考えられる。

一方、バイオマスの利活用に

考

テリアル利

システムの総合的な効率を高めるポイントとなる。
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