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　ただいま紹介にあずかりました資源保全チームの横
濱と申します。我々資源保全チームでは2002年度から、
道東の別海町に共同利用型バイオガスプラントを建設
し、積雪寒冷地におけるバイオガスプラントの運転の
実証研究及び地域バイオマスの循環利用に関する研究
を行ってまいりましたので、この研究成果についてご
報告申し上げます。
　まず最初に、バイオガスプラントがどのようなもの
かについて、簡単にご説明申し上げます（図－１）。自
然界にはメタン発酵細菌という細菌がおりまして、こ
の細菌は有機物をえさにして、メタンガスと炭酸ガス
の混合物、つまりバイオガスを発生させます。バイオ
ガスプラントでは、このメタン発酵細菌を上手に増殖
させまして、バイオガスをできるだけ多く、たくさん
とり、バイオガスを用いて電気や熱などのエネルギー
を取り出すという、そういうシステムであります。バ
イオガスプラントは、家畜ふん尿、塵芥類、下水とい
った主原料を用いまして、場合によってはこれらに少
量の食品加工残渣、有機汚泥、廃油等をまぜ合わせて
メタン発酵させ、バイオガスを発生させて、このバイ
オガスを発電機ないしボイラーで燃やして電力、熱を
得たり、これをガスボンベに充填して、車の燃料や家
庭燃料に使ったりいたします。メタン発酵ではバイオ
ガスだけが発生するわけではなくて、液状の残りかす
である消化液というものが発生します。消化液には肥
料成分が含まれておりまして、これを有機肥料として
利用することが可能です。ただ、バイオガスプラント
の近隣に消化液を散布できるような農地がない場合
は、浄化放流をすることになります。幸い北海道は広
大な農地を保有しておりますので、消化液を有機肥料
として圃場に散布して使用することが可能です。
　今度はバイオガスプラントの長所について述べます
けれども、家畜ふん尿や食品加工残渣のような今まで
利用されていなかったものをエネルギー源、肥料源と
して再利用するシステムですので、もったいないの解
消、捨てられていたものを再利用する、そういうこと
ができます（図－２）。また、バイオガスプラントの原
料である有機物は、もとを正せば植物が大気中から光

合成によって固定した二酸化炭素が原料になっており
ますから、このような有機物からバイオガスを発生さ
せて燃焼させたところで、もともと大気中にあった二
酸化炭素がまたもとに戻っていく、それだけのことで
すから、地中深くから掘削して得た石油を燃やした場
合とは異なって、二酸化炭素の大気中への増加には寄
与しないということで、地球温暖化の抑制対策になる
ということです。また、先ほど申し上げましたように、
消化液は肥料成分を含んだ有機肥料ですので、これを
積極的に農地に肥料として利用することによって、有
機農法を推進することになります。
　このようなバイオガスプラントですが、ヨーロッパ

図－１
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では国の政策の影響もありまして、デンマークやドイ
ツなどで非常によく普及しております。これを北海道
で普及させようとなりますと、北海道とヨーロッパで
はいろいろ条件が異なってくるわけで、これを考慮す
る必要があります（図－３）。まず、気候条件が違いま
す。デンマークの首都コペンハーゲンの厳冬期１月の
平均気温は１度でありまして、このような条件では原
料が凍結してしまうということはほとんどありませ
ん。一方、我々のプラントがある別海町の１月の平均
気温はマイナス８度で、夜間ではマイナス３０度にな
ることもまれではありません。このような条件では、
原料の排出元の貯留槽で原料ががちがちに凍ってしま
って、運搬ができない、そういうことも起こるわけで、
このような気象条件では、原料の凍結対策、また凍結
した原料の融解促進対策ということを講ずる必要があ
るわけです。
　また、政治制度も異なります。デンマークでは、環
境に優しいリサイクルエネルギーというものを、高い
コストでもいいからそれをどんどん生産して、利用し
ていこうという国のコンセンサスができておりますの
で、デンマーク政府は、バイオガスプラントが購入す
る電力料金よりも、バイオガスプラントで生産して、
電力会社に売る売却電力の料金の方をずっと高く設定
するという政策を行っております。一方、日本では、
バイオガスプラントで生産した電力を電力会社に売る
ことはできるのですけれども、その売却電力料金とい
うのはごくわずかなものでありまして、電力を買った
ときの電力料金に比べると大分安いということで、日
本ではいくら余剰電力を電力会社に売っても、その利
潤というのは非常に少ないものになってしまうという

ところがあります。
　また、牛の飼い方も違います。デンマークでは、牛
の寝床に敷きわらを余り使わないフリーストールとい
う牛の飼い方をしていまして、このような飼い方の牛
舎では液状のふん尿が発生してまいりまして、直接メ
タン発酵の原料に使うことができます。一方、日本の
場合は、寝床の敷きわらをたくさん使うストールとい
う牛の飼い方が主流でして、この場合はふん尿に敷き
わらがたくさんまじってしまって、固形ふん尿という
形でふん尿が発生してきます。この場合、敷きわらを
固液分離で取り除いてやらないとメタン発酵の原料に
なってこないという、そういう欠点があります。この
ようなヨーロッパと日本の違いを考慮して、北海道独
自のバイオガスプラントシステムの開発が必要になっ
てくるということであります。
　このような背景を受けまして寒地土木研究所では、
平成12年から５カ年計画で積雪寒冷地における環境資
源循環プロジェクトという研究を立ち上げまして、ヨ
ーロッパでは普及しているけれども、北海道のような
条件の違う積雪寒冷地で、果たして家畜ふん尿を主原
料としたバイオガスプラントが運転できるのか、運転
するにはどういう課題があるのか、そういうところを
研究するためにこの研究プロジェクトを行いました
（図－４）。研究主体は、寒地土木研究所の昔の名前で
すけれども、開土研が家畜ふん尿をほぼ唯一の原料と
して行ってきたということです。
　この研究の成果としてプラントの経済性を検証した
ところ、北海道のような条件ではなかなか売電収入が
上がらないので、別の収入源を探す必要があるという
ことで、家畜ふん尿だけではなくてさまざまな地域バ

図－２ 図－３
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イオマスをプラントに投入しまして、その処理収入を
プラントの運営費に充てて、経済的な自立を目指そう
ということで、平成17年度より別海町と地元廃棄物処
理業者さんとの共同研究を立ち上げて、廃棄物処理業
者さんに運営主体になってもらいまして、さまざまな
地域バイオマスを受け入れて、この処理収入を運営資
金に充てながら、地域資源循環システムとしての経済
的自立、実用化を目指すという研究を行っております。
　続きまして、成果の方に入っていきますけれども、
これは施設立ち上げから今年の春までの別海プラント
における電力収支を示したものです（図－５）。ここに
一対の細いグラフが時系列で並んでいるのですけれど
も、左の細いグラフが電力供給、右が電力消費を示し
ております。左の方のグラフの赤い線がバイオガス発
電機で発電した発電量で、青い線が電力会社から購入
した電力量で、青い線がたくさんあればあるほど、電
力自給がうまくいっていなくて、足りない電力を北電
さんから買っているという状況であります。右側のピ
ンクの線は、余剰電力を北電さんに売った売電力量で
ありまして、ピンクが多ければ多いほど余剰電力がた
くさん発生して、よい状態であるということです。黒
丸が電力自給率で、この中央の線が電力自給率100％
の線ですから、これより上のときは電力自給がしっか
りとできているということになります。
　プラントを立ち上げてしばらくの間は、いざふたを
あけてみますと、原料の家畜ふん尿の農家庭先からプ
ラントに運び込むまでのプロセスでさまざまな問題が
発生しました。農家庭先の貯留ピットのふん尿、原料
ががちがちに凍ってしまって運ぶことができないと
か、農家庭先の貯留槽まで行く道路が細過ぎたり地耐
力が弱過ぎたりして、大型の運搬車がうまく入れない
とか、プラントの固液分離施設に常に人がいなければ
ならないような状態で、なかなか人手が足りないとか、
凍ったふん尿を解かすような施設がないとか、いろい
ろ問題が出てきまして、なかなか農家さんで発生する
ふん尿全量をプラントに受け入れることができなかっ
たということで、原料不足のために、この期間では非
常に購入電力が多くなっているという現状でありまし
た。
　ただ、この期間中にそういう不備、農家庭先の貯留
ピットの凍結対策を施すとか、農家庭先の道路整備を
行うとか、融解施設を整備するとか、固液分離施設の
容量を上げて半自動化を図るとか、そういう受け入れ
体制の整備をずっと図ってきまして、2004年の３月ぐ
らいから農家さんの家畜ふん尿を全部受け入れるよう

になりまして、このような状況でやっと余剰電力がた
くさん発生して、自給率が150％前後になるようにな
ったということで、積雪寒冷地でもきちんとふん尿の
受け入れ体制さえ確立されればエネルギー自給が可能
なことを、この研究で実証できたということです。今
年の春あたり、自給率が下がっておりますけれども、
これは発電機の不調によるものであります。
　また、別海町には家畜ふん尿のほかに、乳業工場と
か学校とかいろいろありますので、地域でさまざまな
バイオマスが発生しております。このバイオマスを家
畜ふん尿に混ぜて発酵した場合、どれぐらいの混ぜ具
合がいいのか、混ぜたらどれぐらいのガス発生の増加
が見込めるのかというところを、室内試験でずっと研
究してまいりました（図－６）。その結果、家畜ふん尿
にまぜる適正な割合というのは3.3から20％で、一番

図－４
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いい原料としては乳業工場の廃バターで、これを８％
まぜると、家畜ふん尿だけの場合に比べて４倍ものガ
スの発生が認められたということで、地域で発生する
各種バイオマスの適正投入割合とガス発生効果を解明
することができました。
　また、バイオガスプラントで発生する消化液の肥料
成分の解析も行っております。消化液原料のスラリー
の肥料成分というのはあらかた解明されていたのです
けれども、消化液の場合はまだまだ未解明でした。我々
のプラント、別海のほかに湧別にもプラントがあるの
ですけれども、これらのプラントで５年間にわたりず
っと定期的に、原料から始まって、発酵させたもの、
加熱殺菌したもの、消化液貯留槽に貯留したもの、そ
れぞれ肥料成分を分析してまいりました。
　これは窒素成分の消長を示しておりますけれども、
原料の場合は、全窒素含量に占める即効性窒素である
アンモニア態窒素の割合は半分程度で、残りが緩効性
の窒素肥料である有機態窒素であるということがわか
りまして、これをメタン発酵させますと、全窒素に占
めるアンモニア態窒素の割合が６から７割に上昇して
くる（図－７）。この割合はほかの処理を施しても変わ
らないということで、消化液はスラリーに比べて即効
性の無機態窒素が多い液肥であると評価することがで
きました。
　ここで、我々のプラントでは蓋のない消化液貯留槽
を用いていたのですけれども、この消化液貯留槽で保
存していると、窒素含量が減っている。どうしてかと
いうところを検討したところ、蓋がないものですから、
アンモニアがどんどん飛散していって、結局窒素成分
が喪失してしまうということがわかりまして、この研
究成果から、蓋のあるような消化液貯留槽をバイオガ
スプラントでは用意する必要があるということで、適
正な貯留法を提案することになりました。
　また、消化液の安全性に関してもいろいろ検討して
おりまして、原料、発酵中の消化液、加熱殺菌した後
の消化液の５年間の大腸菌と腸球菌の菌数を分析して
まいりました（図－８）。その結果、我々のプラントで
採用している55℃で7.5時間の加熱殺菌を行えば、熱
に強い腸球菌でもほとんど完全に死滅してしまうとい
うことがわかりました。また、このような条件で加熱
しますと、消化液中の雑草種子も８割が死んで、残り
の２割も長期間の不活性状態に置かれるということ
で、ほとんど発芽せず、プラントで行っている加熱殺
菌法を採用すれば、雑草種子の面でも病原菌の面でも
安全な消化液が確保できるということがわかりまし

た。続きまして、今度は消化液の肥料としての施用法
の検討も行っておりまして、牧草地に対する施用法の
検討結果ですけれども、原料である生スラリーの施用

図－６

図－７

図－８
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法はわかっておりまして、生スラリーの施用法と草地
の場合は同じ施用法をしてやれば、きちんと牧草が生
長するということがわかりまして、まき方としては、
１年分を春とか秋に１度にまくのではなくて、秋と春
の２回に分けてまいた方がいいということがわかりま
した（図－９）。ここには書いていませんけれども、普
通畑作物に対する施用法もきちんと確立させておりま
して、消化液の有機肥料としての牧草地、畑地への効
果的施用法を確立させております。
　次は、農家さんの従前の家畜ふん尿の処理法に比べ
て、バイオガスプラントでの家畜ふん尿処理より二酸
化炭素、メタンガス、亜酸化窒素といった地球温暖化
ガスをどれだけ削減できるかというところも検証しま
して、バイオガスプラントでは既存の処理法に比べて
45％の地球温暖化抑制効果があるということがわかり
ました（図－10）。また、このプラントは固形ふん尿を
受け入れているのですけれども、固形ふん尿を全部ス
ラリーで受け入れるようにしたら、さらに45％が52％
になるという結果もわかりました。このように共同利
用型バイオガスプラントによるふん尿処理により、半
分程度の温室効果ガスの削減効果があるということが
わかりました。
　プロジェクト研究の最後として経済性の検証も行っ
ていまして、原料は家畜ふん尿のみを受け入れたとき
に経済性はどうなりますかというところをいろいろシ
ミュレーションした結果ですけれども、固形ふん尿も
スラリーも受け入れた1,000頭規模、別海プラントと
ほぼ同じ試算では、年間約1,000万の赤字が出るとい
う算出結果になりました（図－11）。この赤字を解消す
るには、規模を2,000頭規模にするか、固形ふん尿の
受け入れをやめてスラリーだけの受け入れをする、こ
ういうやり方をしなければならないということがわか
りました。ところが、日本の場合は固形ふん尿が発生
する酪農家さんがほとんどですから、なかなかスラリ
ー化するといっても難しいということで、こちらにし
ても赤字があるということで、売電収入の少ない日本
では、欧州とは別の収入源の確保が必要であるという
ことがシミュレーションからわかってきました。
　そこで我々は、地域バイオマスの積極的受け入れに
よる地域バイオマス循環利用システムの構築とバイオ
ガスプラントの経済的自立に向けた研究を2005年度よ
り開始いたしました。なるべく地域のバイオマスをた
くさん受け入れて、この処理収入でプラントの経済的
自立を図っていこうということで、2005年度では2004
年度よりも約３倍の2,700ｔほどの副資材を受け入れ

て、運営を開始したところです（図－12）。
　プラントで副資材を受け入れたらどうなるかという

図－９
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ことですけれども、従来プラントで受け入れていたこ
のような副資材は、利用もせずに埋め立てたり焼却し
たりということで、捨てていたわけです。これをプラ
ントでエネルギー源、肥料源として再利用していくわ
けですから、バイオガスプラントでこれらのものを処
理することにより、焼却、埋め立てコストが削減でき
ますし、環境負荷の軽減、また資源のリサイクルにつ
ながるということで、非常によいシステムであるとい
うことです（図－13）。
　これは、副資材を受け入れ始めたときの処理量の比
率と処理収入の比率を見たものですけれども、ごらん
のように処理量自体は家畜ふん尿が８割を占めてい
て、副資材は２割にすぎません（図－14）。ところが、
処理収入だと、家畜ふん尿の処理収入というのは全体
の25％程度しかない。２割しか処理量がなかった副資
材の処理収入が75％で、全処理収入は3,450万という
ことで、非常に大きな収入になるということで、地域
バイオマスの循環利用はバイオガスプラントの貴重な
収入源であることがわかりました。北海道においてバ
イオガスプラントを自立させるには、いかに地域バイ
オマスをプラントに受け入れて、処理収入を得るかと
いうことが大事なことであるということがわかりまし
た。
　今度は消化液の安全性ですけれども、実線が副資材
を受け入れた後で、点線が副資材を受け入れる前で、
赤が原料、青が消化液なのですけれども、副資材を受
け入れることによって亜鉛や銅は若干ふえるのですけ
れども、それでも全く無害なレベルの、基準からは非
常に少ないレベルでの増加でありまして、きちんと
我々は有害物質を含まないバイオマスを選んで入れて

いますけれども、そのようなことをすれば消化液の安
全性は確保できるということであります（図－15）。
　今後は、地域バイオマスを受け入れたときのガス発

図－12 図－13
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生量のさらなる向上に取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　以上、研究成果をまとめますとこのようなことにな
りまして、我々の研究成果は環境に優しい社会の実現
に貢献するものと考えております（図－16）。なお、成
果については、成果報告書及び積雪寒冷地における家
畜ふん尿の嫌気性発酵システム導入手引きを刊行し
て、社会への成果の反映に努めているということをお
知らせ申し上げて、私の講演を終わりにしたいと思い
ます。ご清聴どうもありがとうございました。

図－16
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