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１．はじめに

　寒地農業基盤研究グループ（旧農業開発部）では
2000 ～ 2004年度に『積雪寒冷地における環境・資源
循環プロジェクト』を実施した。本プロジェクトは乳
牛ふん尿を主原料としたバイオガスプラント（嫌気性
発酵させて肥料化すると同時に、発生するバイオガス
を利用して発酵施設自体の運転エネルギーを得る施
設）が北海道のような積雪寒冷地で共同利用型として
効率的に運転管理できるか否かの実証研究である。
　バイオガスシステムの先進地であるヨーロッパの技
術を基本とした資源循環試験施設を別海町と湧別町に
建設し（以下、別海プラント、湧別プラントと呼ぶ）、
主に以下の６項目の内容を実証試験した。
①効率的なふん尿の搬入、生成物の搬出・散布法と運
　営体制の確立
②効率的な運転管理法の確立
③副資材の処理技術の確立
④消化液の施用技術の確立
⑤環境に与える影響の検証
⑥総合的な経済性の検証
  別海、湧別の両プラントはヨーロッパで実績のある
プラントを導入した施設であるが、気温や乳牛の飼養
形態・ふん尿の排出形態などヨーロッパとは異なる条
件も多くあり、プラントの計画・設計段階で現地の条
件を反映するよう努めた。しかし、手本となる先例が
ないため想定しきれない不具合やトラブルが発生し
た。これらの不具合やトラブルを記録し、技術的な考
察を含めて公表することは実証試験の責務の一つであ
るとの認識から、トラブルカルテを作成し公表した。
　あくまでもトラブル事例を情報として共有化するこ
とが目的であり、トラブルの責任の追及ではない。後
継プラントが同じ轍を踏むことなく普及推進されるこ
との一助となることを強く望んでいる。
　カルテは最終成果報告１）に綴り、関係機関へ配付
した。また最終成果そのものを PDF形式で当研究所
のホームページにアップロードし、希望者へは最終成

果報告書CD版の配付も行っているが、より多くの方
にトラブルカルテの存在を広報するために技術資料と
して報告する。

２．トラブルカルテの構成

　カルテは別海プラントは資源保全チーム（旧土壌保
全研究室）、湧別プラントは水利基盤チーム（旧農業
土木研究室）が作成し、分けて編集した。両プラント
では施設規模・構造・材質などが異なっており、トラ
ブルの現象は類似していてもその原因は異なると考え
られたからである。カルテの様式は両プラントとも以
下の様に統一した。
①タイトルリスト（全カルテのタイトル一覧）
②トラブル発生位置図（全トラブルの発生位置包括図）
③カルテ１票：個別のトラブル情報を文章で記載
④カルテ２票：同上のトラブルに関する図表写真

３．トラブルカルテの事例紹介

１）タイトルリスト
  別海プラントのタイトルリスト（24件）を表１に、
湧別プラントのタイトルリスト（45件）を表２に示した。
　簡便にトラブルの概要が理解できるようにタイトル
の文言を工夫した。
２）トラブル発生位置図
　両プラントのそれぞれのフロー図にトラブルが発生
した場所をカルテ番号とともに示した（図１、２）。
　この図でトラブルの集中した設備が一目瞭然となる
とともに、ある設備で生じたトラブルを検索する索引
として利用できる。
３）カルテ１票（図３）
　畑村ら２）の文献を参考として、事象・経過・原因・
対処・総括・知識化という６項目をたてて記述した。
このことは、トラブルを単なる失敗として記録するだ
けではなく、教訓として活かして同じ失敗を繰り返さ
ないことを意図したものである。
４）カルテ２票（図４）
　個別のトラブルごとに、その発生位置と状況写真や
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ポンチ絵などの視覚的な情報を掲載した。このことは、
「百聞は一見にしかず」という格言にしたがい、カル

テ１票ではわかりづらい現象や状況の理解の一助とな
ることを意図したものである。

カルテ
番号

カ　ル　テ　タ　イ　ト　ル

1 センサーの異常感知

2 ガス流量計の目詰り

3 重油流量計データの異常記録

4 殺菌槽の温度表示が変化しない。

5 副資材投入用粉砕機について

6 メタンガスアナライザー

7 固液分離機のスクリューの変形

8 バーンクリーナー及び固液分離機の凍結

9 発酵槽の封水切れ

10 殺菌槽電磁バルブの異常について

11 殺菌槽レベルHの点灯

12 制御室プリンターの異常

13 発酵槽への原料投入ができなくなった

14 シーケンサーカードの腐食

15 ガスボイラーが着火しにくい。

16 受入槽No.２の液面ゲージの値は正確ではない？

17 ガスボイラーの燃焼時間が予想より短い。

18 バイオガス混入空気量が変動する。

19 ガス発電機の不調について

20 発酵槽の封水のふき出し

21 ガスボイラーの着火不良

22 緊急停止

23 ガスラインの意外な場所での気付かなかった閉塞

24 殺菌槽からの消化液の溢れ

25 ガス流量計の目詰まり

26 発酵槽～生物脱硫間での消化液移送配管の詰まり

27 ガスアナライザーの故障

28 固液分離液槽ポンプのホース脱落

29 ガス発電機の不調

30 ガスボイラーの着火不良

31 殺菌槽で消化液が溢れた。

32 殺菌槽で消化液が溢れた。

33 ガスラインのバルブが閉じられない

34 凍結によるマニュアスプレッダーの破損

35 殺菌槽フィードポンプが停止

36 封水切れ

37 温水循環ラインの腐食及び漏水

38 発酵槽への原料移送トラブル

39 落雷によるポンプ類の停止

40 商用・自家発電の切り替えができない。

41 殺菌槽レベルセンサーの異常

42 温度センサーの故障

43 殺菌槽の開口部が小さい

44 発電機の稼動不良

45 殺菌槽からあふれた消化液の清掃

カルテ

番号
カ　ル　テ　タ　イ　ト　ル

1 殺菌加熱循環ポンプのスラリー漏れ

2 湿式ガスホルダーのガス流出口の移設

3 メタン発酵槽の温度計測精度の劣化

4
スカム（浮滓）、スラッジ（沈殿滓）の状況が肉眼で確認で

きる構造になっていない

5
コジェネレータの稼働復帰が自動ではないことによるエネ

ルギー損失と購入エネルギー増大

6 ドレイン弁の閉塞

7 外国製品の部品類が高額であること

8
第３号コジェネレータの冷却ファンモータが焼き付いたが、

国産製品に交換できなかった

9
上下２ヵ所に設置されているメタン発酵槽の加温循環取り

出し口のうち、下部の閉塞

10 メタン発酵消化液の流出管での閉塞

11 乾式脱硫装置配管でのイオウ固結閉塞

12
脱硫剤を交換したのに最終硫化水素濃度が０ ppmになら

なかった

13 乾式脱硫剤の異常発熱

14 トラックスケール・プリンタの修理履歴

15 スクリュープレス系統の修理履歴

16 ウェービープレス系統の修理履歴

17 温水供給地下配管の断列

18 堆肥化施設への温水供給配管の断熱不良

19 破棄バターを副資材利用するための手間

20 破棄バターを副資材利用するための手間

21 消化液搬出時の溢れ

22 ガスホルダーと脱硫の配列

23 メタン発酵槽攪拌機のギアボックスからのオイル漏れ

24 コンテナのルーフが凍結の影響で利用しづらい

表１　別海プラントのタイトルリスト 表２　湧別プラントのタイトルリスト
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図１　別海プラントのトラブル発生位置図

図２　湧別プラントのトラブル発生位置図
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No13

確　認　日 2004年6月24日

タイトル 乾式脱硫剤の異常発熱

生物脱硫用空気注入を水素プラントへ供給するバイオガスは無窒素としてほしいとの

要請があり、水素改質実験にあわせて生物脱硫用空気注入を停止した。停止期間は26

事　　象 日間に及んだ。水素実験の終了に伴い、空気注入を停止前の流量で再開した。３日後

に乾式脱硫塔で異常発熱を運転員が感知した。

2005/5/25：4m3/hrで実施していた空気注入を停止

2005/6/14：Ａ塔の脱硫剤を交換。Ｂ塔が上流側となった。

経　　過 2005/6/21：水素実験の終了により、空気注入を３m3/hrで再開

2004/6/23：硫化水素の測定値から生物脱硫は50%程度回復と判断

2004/6/24：硫化水素の検知を実施した運転員から脱硫塔が触れないくらい熱い。

　　　　　　焦げ臭がする。・・・・・と連絡あり。

原　　因 硫化鉄の再生反応が激烈に生じたため

要因１ 長期に渡る生物脱硫空気注入停止で、高濃度の硫化水素が流入し酸化鉄の硫化が進行

要因1‑1 空気注入停止期間中に脱硫剤の交換を行い、劣化したＢ塔が上流側になった

要因1‑2 ただでさえ酸化鉄の硫化が進んでいる脱硫剤が上流側となったためより一層硫化が進行

要因２ 硫化鉄の再生反応が激烈に生じた

要因2‑1 空気注入再開時に生物脱硫は再生していないので、酸素消費がされない

要因2‑2 注入空気の酸素は全て、硫化鉄との反応に寄与した

要因３ 生物脱硫の再生には時間がかかることを考慮せず、通常の量で空気注入を再開した

要因3‑1 空気注入再開時に生物脱硫は再生していないので酸素消費はされない

要因3‑2 注入した空気に含まれる酸素は全て、乾式脱硫に流入する

要因４

要因4‑1

要因4‑2

異常発熱したＢ塔をガス回路から分離するようにバルブの開閉の組み合わせを変更

散水して温度を下げ、脱硫剤を全て交換した。

対処・予防措置 この教訓に基づき、２回目以降の空気注入停止と再開では、再開時の空気注入量を微量

で開始し、徐々に増量する手法を実施している。同様のトラブルは発生していない。

本件は水素改質実験設備が併設されていて、バイオガス中の窒素濃度を極力小さくして

ほしいという要請が契機となった。このような契機は別海独自のものであるが、通常の

プラントにおいても、生物脱硫を採用していれば、空気注入の停止と再開といった操作

総　　括 発生すると考えられる。酸化鉄脱硫を併設している場合に、このようなトラブルが発生

する危険性は少なくない。脱硫剤の硫化の進行程度も異常発熱を生じるか否かと関係

しており、今回の異常発熱を生じたＢ塔では50%以下の脱硫率になっていた。

硫化が進行した脱硫剤（酸化鉄）の再生反応は強い発熱を生じる。

したがって、生物脱硫と酸化鉄脱硫剤を直列で使用している場合は、脱硫塔に流入す

知識化 るバイオガス中の酸素濃度に配慮しなければならない。

その他

図３　カルテ１票の記載事例
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図４　カルテ２票の記載事例

No13

マンホール部：煤けた状態であった

上部ガス溜まり部
タールエポキシ塗装は全く新
品の時と同様と感じられる。

脱硫剤が充填されている部分
中間部に赤茶色が多く、上

下は灰色の部分が斑状になっ
ていた。
赤茶色の部分は水が流れた

跡のようにも見えた。冷却の
ための散水が鉄分を含み、高
温となっていた壁に焼き付い
たとも思われる。タールエポ
塗装に異常がなければこのよ
うな変色は問題ないと判断さ
れる。

金網
赤錆がこびりついたような状

態になっており、ひどく焦げ臭
かった。

上部ガス溜まり部
　タールエポキシ塗装は全く
新品の時と同様と感じられる。
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４．トラブルカルテ作成の意義

　発生したトラブルに対して、責任を明確化しようと
する場合は、確実に原因といえる事柄が重要であり、
原因かもしれないという不確実な事柄は除外される。
しかし、トラブルカルテは責任の明確化を目的にして
いないから、原因かも知れない事柄を含めて、いろい
ろな可能性をリストアップすることが重要である。
　今回のトラブルカルテの整理においても、“ひょ
っとすると、こういう現象が生じていたかも知れない、
後で考えてみると十分にあり得ることだけれども、計
画・設計段階では想定していない項目だ”、という発
見に行き着くことがあった。著者らは、この発見をト
ラブルカルテ作成の効用の一つであると考えている。
　同様のことは、すでに柳田３）が、「大きな事故を調
べていると、原因に直接関係がなくても何らかの対策
を立てるべき危険な状態や問題を見つけ出すことが少
なくない。（中略）たとえ原因に関係はなくても、そ
ういう仮説を検証する調査は、何もしなければ気づか
なかったに違いない安全対策上の重要な手がかりを浮
上させてくれる。」として指摘している。
　つまり、トラブルカルテの作成における原因・要因
の検討は、想定外とされがちな条件を浮かび上がらせ
ることで、同じ失敗の防止というだけでなく、類似の
背景・遠因を持つ異なる失敗の回避につながり、結果
的に計画・設計手法を高度化させる効用を持っている
と考えられる。危機管理の手段としてトラブルカルテ
のような方法も推奨したい。

５．おわりに

　別海プラントは2005年度から従前以上に実務的な経
済性の精査・改善や施設の効率的な活用を検証する目
的での実用運転試験を開始している。すなわち、ふん
尿以外の無害な有機性廃棄物を副資材として受け入れ
ることによる収入の改善効果、ガス発生への影響、エ

ネルギー収支への影響などの検証である。
　「故障しない機械は無い」という格言どおり、設備
のトラブルは発生している。また、年数が経過したこ
とによると考えられるトラブルの顕在化もあり、2005
年度以降のトラブルに関しても随時整理しており、時
期を見て追加公表する予定である。
　バイオガスプラントが普及定着するかどうかは、建
設コストや運転管理コストといった経費の問題と社会
システムとしての評価の問題が機械設備・運転技術の
課題以上に高いハードルである。しかし、機械設備の
改善が建設コスト・運転管理コストに及ぼす影響も小
さくはなく、本トラブルカルテを後継プラントの計画
設計・建設に大いに活用していただきたいと願う。
　カルテに掲載したトラブル以外の問い合わせにも可
能な限り答えていく所存であり、当研究所の技術相談
窓口を利用いただきたい。
　なお、当研究所のホームページアドレスは以下のと
おりである。トップページの右下に記載されている、
◇寒地農業基盤研究グループの－資源循環プロジェク
トというHTML文字列をクリックすると成果情報の
閲覧と入手方法が表示される。分割ダウンロードのペ
ージを表示させ、トラブルカルテを選択していただき
たい。
　寒地土研 URL【http://www.ceri.go.jp/】
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