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解説

ハワイ諸島におけるバイオマス利用の現状

河崎俊一郎

(琉球大学農学部）

ＳｈｕｎｉｃｈｉｒｏｕＫＡＷＡＳＡＫＩ：ＴｈｅｐｒｅｓｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｂｉｏｍａｓｓｍHawaii．

で沖縄と抱える問題に共通点が多く，今後の沖

縄の環境・観光の面で参考になる部分も多い．

要約

近年，化石燃料の枯渇等の問題により再生可

能な植物由来の資源を利用するバイオマスエネ

ルギーへの関心が世界規模で高まっている．今

回の調査の目的は，第１に島喚地域という特

殊な環境下で，現在ハワイ諸島がどのようなバ

イオマス利用の対策を行っているか調査するこ

と．第２に，観光業の発達したハワイ諸島にお

いて，観光業の発展がバイオマス資源にどのよ

うな影響を与えているか調査することである．

今回の調査は，ハワイ諸島の主要４島（カウ

アイ島，オアフ島，マウイ島，ハワイ島）で行っ

た．カウアイ島での現地調査ではサトウキビの

プランテーションがコーヒーのプランテーショ

ンへと変わっている現状を確認した．また，マ

メ科植物による窒素固定を利用した樹木栽培シ

ステムについて研究している企業の視察を行っ

た．オアフ島ではハワイ州政府の方々と会議を

行い，ハワイ州のバイオマス利用や農業，観光

業について話し合った．また，ハワイ大学にお

いて新エネルギーの研究や観光等の調査を行っ

た．マウイ島では製糖工場とパイナップルのプ

ランテーションの見学を行い，バイオマスの利

用について調査を行った．ハワイ島では再生可

能自然エネルギーの利活用について現地調査を

行った．

ハワイにおけるバイオマス資源の利用はまだ

発展途上といえる．しかし，島喚という環境下
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はじめにサトウキビが持ちこまれた島でもある．

しかし，近年ではサトウキビプランテーショ

ンの衰退が著しく，サトウキビより利益が得ら

れる作物栽培に移行するプランテーションも多

く，コーヒーはその代表と言える（写真ｌ）

今回の現地調査でも放棄された農地や大規模な

コーヒープランテーションが多く見られた．ま

た，今回の調査の目的である新たなバイオマス

資源の生産は減少傾向にあり，ギニアグラスや

ネピアグラスといったサトウキビに代わるバイ

オマス資源の積極的な栽培は行われていなかっ

た．

undevelopedyet・However,environmentand

tourismproblemresembleOkinawa，ｓｉｔ・

Ｔｈｕｓ，OkinawashouldrefbrtoHawaiion

someside．

１．調査日程

本調査のハワイ滞在期間は５日間であり，調

査はハワイ諸島主要４島（カウアイ島，オアフ

島，マウイ島，ハワイ島）で行った．

１日目はカウアイ島にてバイオマスの現地調

査およびプランテーション公園の見学を行った．

２日目はマホガニーの持続的生産を研究する企

業の訪問を行い，午後にはオアフ島にてハワイ

州政府の方々と農業・観光業についての会議を

行った．３日目はオアフ島にあるハワイ大学に

て新エネルギー，観光業，遠隔教育に関する研

究視察を行った．４日目はマウイ島に移動しパ

イナップル・プランテーションと製糖工場での

バイオマスの利用について視察を行い，午後に

はハーブ農園の見学を行った．５日目はハワイ

島にてバイオマス利用の現地調査とマウナ・ケ

アでの天体望遠鏡施設，キラウエア火山の見学

を行った．

讓篝iiiiiiijii1i墓
Ⅶ鍵雲霧蕊！

写真１．コーヒープランテーション．

1.2マホガニーの持続的生産

以上のようにバイオマス資源利活用に関す

る取り組みは積極的に行われていなかったが，

環境問題を重要視する動きは早い段階から行わ

れており，今回の調査ではそのような取り組み

の一つである持続的林業を行う企業「Hawaii

MahoganyColnc」の試験圃場を視察した．

同企業は1980年代から高級木材マホガニーの

生産を持続的に行うための取り組みを行ってい

る（図１）．そのプロセスは，マホガニーとと

もにマメ科植物を森林に移植し，その窒素固定

作用を利用することにより土壌の肥沃化を行う

ものである．また，マメ科植物を伐採した後に

1.1カウアイ島の現状

カウアイ島は面積約1,420kｍ２，人口約６万

人の島である．水資源が豊富であり，島の中央

部に位置するWaialeale山周辺は年間降水量

12,344ｍｍと世界で最も雨が多い地域と言われ

ている．そのため島全体が植物にあふれており，

自然豊かな島と言える．また，ハワイ諸島の中

で最も古い島であり，雄大な自然がそのままの

姿で残っているため，その自然を目玉とした観

光業も盛んに行われている一方農業の歴史も

古く，ハワイ諸島の中でプランテーション型農

業が初めて行われた島でもあり，ハワイ諸島で
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炭化して利用する計画も進んでいる（写真２）．

この取り組みにより同企業は200エーカー当た

り年間35,000ドルの肥料コストを節約している。

また，病害虫に抵抗`性のあるマホガニーを植え

ることにより農薬やその他の薬剤を施用するこ

となく栽培を可能としている．

2．オアフ島の現状

オアフ島は面積約1,600kｍ２，人口約86万人

であり，ハワイ州の８割近い人口がこの島に集

中している．また，オアフ島の南に位置するホ

ノルルにはハワイ州の政治・経済の中心施設が

集まっており，他の島に比べ交通網等も発達し

ている．かつては農業により発達を遂げた島で

あるが，政治・経済の中心になるにつれて農業

は衰退し，現在はプランテーション農園や製糖

工場も観光地としての施設となっている．オア

フ島ではバイオマス資源の現地調査は行わず，

ハワイ州政府と観光業や農業についての会議，

ハワイ大学での新エネルギー研究や観光学につ

いての視察を行った．
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2］ハワイ諸島の観光業が抱える問題点

ハワイ諸島における観光業は他の島喚国に比

べ発達しており，沖縄県の観光業の良い見本と

なる部分も多い．しかしながら，観光業の発達

に伴い観光客の排出するゴミの処理問題や，食

料確保の問題など島喚での観光業を考える上で

重要となる数々の問題に直面している．ゴミの

処理問題については，現在焼却処分と埋め立て

処分を行っているが，処理しきれない分はアメ

リカ本土に船で輸送している．また，ハワイ州

ではゴミの分別がほとんど行われていなかった
写真２．マメ科植物木炭．

加えて，同企業ではマホガニー林の85％に安

価で生育の早い品種を用い，残りの１５％にはマ

ホガニーの希少種を植えることで遺伝子資源の

保存の役割も果たしている．このような取り組

みにより同企業は，企業としての利益を上げる

だけでなく環境問題にも貢献している．現在，

同企業は約4,000エーカーまでマホガニー林を

拡大し，事業を進めている．
笛nW.二ｒ

写真３．ごみ収集の様子．
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(写真３)．ハワイ大学構内の一部では学生が先

頭に立ち，分別式ゴミ箱の設置が行われていた

が，ハワイ州全体としては依然として行われて

いないのが現状であり，環境問題の悪化が心配

される．

食料の確保問題では，現在多くをアメリカ本

土からの輸送に頼っている．これにはハワイ州

におけるプランテーション型農業が大きく影響

している．ハワイ州のプランテーションの多く

はBIG５と呼ばれる５つの大企業により所有さ

れているため，ハワイ州では個人の農地所有が

非常に難しい現状にある．そのため大規模で商

業的な作物栽培が中心となり，ハワイ州内で消

費する作物の栽培が非常に困難となっている．

これらの問題は沖縄県にも共通する沖縄に

おける観光業は現在でも発展傾向にあり，平成

19年度には年間入域観光客数が過去最高の

5,892,300人であった．観光客数が増加すれば，

ゴミの排出量・食料の必要量は増大するため，

これらの問題をどのように解決するかが今後の

沖縄観光業の発達には重要となる．

されることから，メタン・ハイドレートの利用

は地球温暖化をさらに進める可能性もある．今

後は排出されるメタンをどのように空気中に放

出させないかが課題となる．

3．マウイ島の現状

マウイ島は面積約1,882kｍ２，人口約13万人

の島である．オアフ島とは異なり日本からの観

光客が極端に少なく，他の島に比べ現在でも農

業が盛んに行われている島と言える．この島で

はパイナップルのプランテーション（写真４）

と製糖工場（写真５）の視察を行い，バイオマ

ス資源利用の現状について調査を行った．

写真４．パイナップルプランテーション．
2.2ハワイクト|における新エネルギーの研究

オアフ島でも，カウアイ島同様にバイオマス

資源の積極的な利用は行われていなかったが，

ハワイ大学内にある「HawaiiNaturalEnergy

lnstitute」では，バイオマス資源以外にも様々

なエネルギーの研究が行われていた．中でも，

｢燃える氷」と呼ばれるメタン・ハイドレート

の研究は進んでいた．

メタン・ハイドレートとは，低温・高圧下で

有機物が結晶化したものであり，その多くが海

底付近に分布している．メタン・ハイドレート

の利点は，燃焼する際に排出される二酸化炭素

の量が化石燃料と比較して非常に少ないことで

ある．しかし，燃焼の際に多量のメタンが排出

蕊霧｢雰蕊霧
溌繊ｻﾞ蝋蕊辮蕊溌溌鰯

ｉｆ■１１１１:iii;:liiiliiiii鍵jfiliHii-1鶴

写真５．製糖工場．

3.1パイナップル・プランテーションの現状

今回視察を行った「MauiLand＆Pineapple
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Company」は，2,000エーカー以上のプランテー

ションを所有しハワイにおいてはDole社に

次ぐ収益をほこる企業である栽培されている

品種は「マウイゴールド」と呼ばれる非常に甘

みが強く，酸味のほとんどない品種であった

(写真６）．過去にはバイオマス資源としてのパ

イナップルの利用を考えていたが，現在は行っ

ていないのが現状であった．

同企業で栽培されるパイナップルの多くは，

アメリカ本土もしくは海外への輸出用だが，２５

％程度は観光客用にオアフ島へ輸出している．

アメリカ本土や海外への輸出は熟したものは飛

行機，未熟のものは船と状況に応じて輸送手段

を使い分けており，輸送する際には輸送期間中

に病害に感染しないよう，冠芽をつけたまま輸

送を行っている．島外部への輸出を中心に行っ

ているため，輸送コストが全体経費の３分の１

を占めており，エネルギー問題に大きく影響さ

れる企業の1つと言える．

ビ栽培は沖縄県のものとは大きく異なる点がい

くつかある．１つ目は栽培期間の違いである．

沖縄県におけるサトウキビの栽培期間は約１年

間であるのに対し，マウイ島では約２年間の栽

培を行った後に収穫する．そのため単収が非常

に高く約２０ｔにもなる．２つ目は農業機械利用

の違いである．沖縄県では大東島を除き，大半

の農場で手植え・手刈り収穫を行っているのに

対し，マウイ島では大規模農業機械による植え

付け・収穫が行われている（写真７）．また，

現在でも収穫前の畑に火を入れる「バーン・ハー

ベスト」が行われている点や，機械による植え

付け・収穫が行われているため，畦幅は非常に

広いことも違いの１つと言える．

Iiililiiiillil
写真７．大規模収穫．

視察を行った製糖工場では，年間200,000ｔ

の粗糖を生産している．バガスを燃料として利

用する点では沖縄県と同じであるが，そのほか

にも石炭やガスも製糖工場を動かす燃料として

利用している．沖縄県の製糖工場と大きく異な

る点は，製糖期間以外の期間は発電所として機

能しているという点である．そのため，製糖工

場内には製糖機械の管理モニターだけでなく，

水力発電等の管理モニターも設置されていた．

マウイ島の製糖工場では，以前からバイオエタ

ノール燃料の生産を計画しているが，エタノー

ル廃液処理の問題により計画の進行が遅れてお

写真６．マウイ・ゴールド．

3.2サトウキビの生産状況と製糖工場の取り

組み

マウイ島は現在でも他の島に比べてサトウキ

ビの栽培が盛んに行われており，製糖工場も活

発に稼動しているマウイ島におけるサトウキ
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真９）．また，ナッツ類の生産も盛んに行われ

ており，いくつかの大規模なプランテーション

が存在する．

り，生産には至っていなかった．

4．ハワイ島の現状

ハワイ島は面積約10,458kｍ２，人口約15万人

とハワイ諸島の中で最も大きな島である．島内

には活火山として有名なキラウエア火山（写真

8）や4,000,級の山（マウナ・ケアとマウナ・

ロア）があり他の島と比べて景観が大きく異な

る．

4.1再生可能エネルギーの利用

バイオマス資源の利用としては，他の島同様

活発に行われていなかったが，ハワイ島は太陽

光・風力・地熱等の再生可能エネルギーに関す

る取り組みは積極的に行われている．特にハワ

イ島は火山が活発に活動している島であるため，

地熱による発電が盛んに行われている．ハワイ

島における地熱発電はPGV（PunaGeothermal

Venture）という企業により大半が行われてお

り，その規模は年間30万メガワットにもなる．

同企業では今後さらに規模を拡大し，年間60万

メガワットの電力を供給する計画を行っている

その他の再生可能エネルギーの生産も盛んに

行われている．例えば風力発電はHawaii

ElectricLightColncにより年間１０万メガワッ

ト生産されている．住民の環境に対する意識も

高く，多くの家屋の屋根には太陽光パネルが設

置され自家発電が行われている様子であった．

机
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写真８．キラウエア火山．

ハワイ島も他の島同様サトウキビプランテー

ションにより発展した島であるが，観光業の発

達とともにサトウキビのプランテーションは減

少し，今回の現地調査でもほとんど確認するこ

とができなかった．サトウキビに代わり現在で

はフルーツの栽培が盛んに行われており，現地

調査でもパパイヤの大規模農園を確認した（写

５．まとめ

バイオマス資源の有効利用という面では，ハ

ワイは発展しているとは言いがたい．しかし，

太陽光や地熱・風力といった再生可能エネルギー

の利活用は，日本と比較すると盛んに行われて

おり，環境に対する関心の高さが窺えた．

また，環境問題だけでなく観光業の問題に関

しても沖縄県と共通する部分が多く，今後ハワ

イとの』情報交換が盛んに行われることで，双方

の観光業はより発展すると考えられる．lllililillliiliilliilliiliililliiiilli
写真９．パパイヤプランテーション．
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