
１．はじめに

　バイオガスプラントは家畜糞尿を主原料として嫌気
発酵し、再生可能エネルギ－であるバイオガスと取扱
い易い液肥を産出する施設であり、1990年代よりヨ－
ロッパの一部の国々では普及している。寒地土木研究
所（旧：北海道開発土木研究所）では平成12年度～ 16
年度まで、北海道での共同型バイオガスプラントの実
証試験「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１、２）。その成果は北海道農業試験会
議成績会議等に提出し、課題毎に、評価区分を受け北
海道内の農業関係者・団体に普及・指導されている３）。
その中で、共同利用型バイオガスプラントの稼働経費
は高額であり、家畜糞尿の処理だけでは運営が困難で
あることがあらためて実証された。
　現在、別海プラントでは当所、別海町及び地元廃棄
物処理業者との共同研究の枠組みで、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」および「肥料取締法」に基づく
各種の許可や届出を行い、安全な地域バイオマスを有
料で受入れ、メタン発酵の副資材として処理・利用し
ている。そこで、副資材利用に伴うバイオガス発生量
や消化液の含有成分の変化を調査するとともに、処理
料収入での施設の運営をめざした実用研究を実施して
いる。
　この実用研究では副資材の受入に伴う課題だけでな
く、経年化にともなう機器の故障や、保守管理技術の
確保など純粋研究以外の課題も多く、担当研究員が施
設の状況を実地に把握するだけでなく、施設の運転員、
設計者や施工者とも相談しながら、その対応に努めて
いる。このため、他の共同型バイオガスプラントでの
課題や対策などについて情報交換する重要性がチ－ム
内では認識されていた。今年度、所長枠予算に「共同
利用型バイオガスプラントのシンポジウムの開催」で
応募し認められたため、このシンポジウム2007年１月
30･31日に開催する事ができた。その概要を報告した
い。

２．話題提供者の選定・依頼と開催案内

　現在、北海道内で稼働している共同利用型プラント
は別海施設で、北海道外でもその所在リストは無い様
である。本州では別海プラントよりも先に稼働した京
都府の八木プラントは有名であるが、それ以外のプラ
ントについては情報が殆どなかった。その時に北海道
大学農学研究院の松田従三先生から日田市と山鹿市に
プラントができている様だとの情報を頂いた。そこで、
インターネットで両市に照会したところ、別海プラン
トよりも規模の大きなプラントが稼働中で、担当者の
連絡先と氏名を回答頂いた。
　一方、十勝管内の共同型プラントについては、2006
年８月のバイオガス研究会の時に築造計画があると聞
いていたので、帯広開発建設部福田農業開発２課長に
照会したところ、十勝支庁が北海道営事業で鹿追町に
建設中との回答を頂いた。このようにして話題提供を
頂く外部４プラントを選定した。その後、各プラント
の担当者の方とメールで話題提供や論文提出に関して
のやり取りを行い、内諾を得た後、外部講師の方には
公文書で正式依頼を行った。
　各プラントの話題提供者名は以下である。
　　京都府八木プラント　南丹市　　中川　悦光　氏
　　大分県日田プラント　日田市　　永瀬与志弘　氏
　　熊本県山鹿プラント　山鹿市　　栃原　栄一　氏
　　北海道別海プラント　寒地土研　横濱　充宏　
　　北海道鹿追プラント　十勝支庁　渡辺　文明　氏
　シンポジウムに対する後援団体としての依頼を北海
道開発局、日本土壌肥料学会北海道支部、農業土木学
会北海道支部、特定非営利法人グリーンテクノバンク、
北海道バイオガス研究会、北海道バイオマスネットワ
ークに対して行い、了解を得た。開催案内に関しては
別紙１のリーフレットファイルを中山主任研究員が作
成し、寒地土木研究所月報やホームページに掲載する
とともに、メールで後援団体に送信し、関係者への開
催案内を依頼した。

「共同利用型バイオガスプラントの課題と展望に関するシンポジウム ｣を終えて

石渡　輝夫＊

報　告
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３．参加者

　寒地土木研究所でのシンポジウムでは当初、最大
100名の参加者を想定していたが、〆切過ぎには最終
的に発表者や寒地土研の職員を除き、164名の参加申
し込みを頂いた。このため、講演者や座長等以外には
机の配置を取りやめ、パイプ椅子70脚をリースで準備
し、申込み数の座席を揃えた。
　シンポジウムへの申込み者（当日、実際の参加者）の
内訳は、北海道開発局・各開発建設部：21（32）名、北
海道・各支庁・道立研究機関：21（18）名、大学：22（18）
名、民間企業：86（53）名、他県・他省・公社等：13（13）
名、新聞社等報道関係：1（5）名、合計：164（139）名で、
この内北海道外からの参加者：16（7）名であった。実
際の参加者が申込者数を下回った理由として、開催前
日の29日に石狩地方が大雪であった事や、そのために
千歳空港が閉鎖され、千歳への飛行機による乗り入れ
が出来なかったことが挙げられる。

　現地検討会での参加者は発表者と寒地土研の職員を
除くと25名とこじんまりしていたが、参加農家、地元
の別海町や JA、釧路開発建設部、釧路支庁からも参
加頂いた。

４．講演概要集と発表用パワーポイントの作成

　話題提供を頂く講演者には１月15日迄に、５項目（①
プラント使用の背景と目的、②プラントの施設概要、
③技術的課題と対応、④経営的課題と対応、⑤今後の
方針）の内容を含む原稿提出を依頼し、当日、冊子（別

紙２）として250部作成し、参加者に配布した。寒地土
研での30分間のシンポジウム発表と別海町役場での15
分間の現地検討会発表でのパワーポイントの作成を発
表者に依頼した。

５．シンポジウム及び現地検討会での進行内容

　全体進行を石田主任研究員が務めた。シンポジウム
では冒頭に高木所長が酪農家として育ったことを交え

別紙１　開催案内のリーフレット

別紙２　シンポジウム概要集の表紙
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ながら、シンポジウム開催の意義と目的を含めて開会
挨拶をされた（写真１）。

写真１　高木所長の開会挨拶

　その後、５プラントからの発表と質疑を行った（写

真２）。なお、29日の千歳空港閉鎖のため、日田市の
永瀬氏は30日に来札され、昼前には寒地土研に到着さ
れたが、南丹市の中川氏は30日15時過ぎに寒地土研に
到着されたため、最後の発表者となった。総合討論で
は課題を６点に限定し行ったが、３課題の終了した時
点で時間となってしまった。その後、秀島寒地農業基
盤研究グループ長が閉会の挨拶を行った（写真３）。

写真２　シンポジウム総合討論の状況

写真３　秀島グループ長の閉会挨拶

　１月31日午後開催の別海町役場での現地検討会に関
しては、朝７：03札幌駅発のＪＲで釧路に行き、そこ
から寒地土研のマイクロバスで別海町に行くため、
13:30からの開始とした。ここでは最初に佐野別海町
長から、バイオマスタウン構想を含めた開会挨拶を頂
いた。その後、各プラントについて、15分の発表をし
て頂き、15時には休憩とした。酪農家では夕刻の搾乳
作業があるため、帰宅して農作業をする参加者を考慮
したためである。このため、休憩後に、各発表に対す
る質疑と総合討論を約１時間半かけて行った（写真４）。
その後、秀島寒地農業基盤研究グループ長が現地検討
会の意義などを含めて閉会の挨拶を行った。

写真４　現地検討会の開催状況

６．各発表内容と総合討論について５）

　シンポジウム及び現地検討会での総合討論の議題を
以下の６項目として進めた。時間の関係で全ての項目
について実施することは出来なかった。各課題が輻輳
した議論になることが多かったが、この順番で整理す
ることとする。なお、シンポジウムでの総合討論の座
長を干場信司氏（酪農学園大学）と石渡が、現地検討会
での座長を石渡が務めた。
　１）運営経費上の課題、２）消化液利用上の課題、３）
ガス利用上の課題、４）施設機械の維持管理上の課題、
５）糞尿や副資材の排出者の課題、６）環境上の課題

１）運営経費上の課題　

　５カ所の共同利用型プラントの概要を表１に示す。
八木プラントは最も古く、1999年から稼働しており、
次いで別海プラントは2001年５月から稼働している。
日田及び山鹿プラントは稼働して約１年であり、比較
的新しい。鹿追プラントは2007年９月から稼働予定で
ある。発酵後の消化液を耕地への液肥として全量は利
用出来ない八木プラントでは浄化処理して河川放流、
日田プラントでは下水道放流を行っている。このため、
この２プラントの維持管理費が大きい。前者では凝集
剤の経費、後者ではメタン発酵後の好気処理での発酵
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メタン
発酵施設

堆肥化
施設

消化液
浄化施設

南丹市
八木

八木町
農業公社

65.2t/日 31.9t/日
69.7t/日
(45.3t)

7 7,720

日田 日田市 80t/日 無し (67t/日) 6 8,500

山鹿 山鹿市
67.8t/日
(分離前)

12t/日 無し ４  3,000

別海 寒地土研 50t/日
6ｔ/日

(分離前)
無し 3 3,400

鹿追 鹿追町 94.8t/日 41.6t/日 無し ４  6,900

(　):放流量

維持管理費
(万円/年)

施設概要
施設の
管理者

施設
所在地

人員
(名)

処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法

892.5円/t 農家 680円/t 農家 892.5円/t 農家 7350円/t
公社職員回

収
9450円/t

公社職員回
収

処理単価＊ 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法

600円/t
農家が搬入

委託
4000円/t

排出者が搬
入委託

9000円/t
排出者が搬
入委託

－
市が搬入委

託
－

市が搬入委
託

＊：他に、運搬車輌の更新費用として700円/tの積立て 生ゴミ計24t

処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法

500円/ｔ
農家、施設
管理業者

500円/ｔ
施設管理業

者
10000円/ｔ

市収集運搬
委託業者

10000円/t
産廃運搬業

者

処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法

500円/t
プラント運転

員搬入
10000円/t 排出者 10000円/t 排出者

3000～5000
円/t

排出者
10000～
15000円/t

排出者

処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法 処理単価 搬入法

483円/t 利用組合 483円/t 利用組合 7000円/t 町 7000円/t 町 12000円/t 町

(  )内数値はメタン発酵・堆肥化を含む処理量

各数値は資料や聞き取り等によるもので、未確定のものもある。

合併浄化槽汚泥

余剰汚泥　(2.0t)

乳業工場汚泥 廃乳製品等

南丹市
八木

消費税込み

別海

乳牛糞尿　(45t) し尿処理場汚泥脱水ｹ‑ｷ

農業集落排水汚泥　(6t) 生ゴミ(家庭系)

おから (10.0t)乳牛糞尿 (49.7t)

家庭用生ゴミ 事業系生ゴミ

併設する汚泥処理施設

廃牛乳

併設する堆肥舎

豚糞尿 (8.8t)

家庭系生ゴミ　(3.0t)

集落排水汚泥

生ゴミ(事業系) 産廃(焼酎滓等)

乳牛糞尿 (90t)
鹿追

バイオガスプラント 

肉牛糞尿 (12.5t)

山鹿

乳牛糞尿　(52.4t) 豚糞尿　(10.4t)

糞尿(堆肥用) (41.6t)

日田

豚糞尿　(50t)

プラント
種類 堆肥＊ 消化液 堆肥 消化液 堆肥 消化液

運搬法
公社職員、

農家

公社職員（ﾊﾞ
ｷｭ‑ﾑ車）・農
家（ﾎﾟﾘﾀﾝｸで
量り売り）

　センタ－で
配布

2t､4tﾊﾞｷｭ‑ ﾑ
車で農地へ運
搬

農家、施設管
理業者

施設管理業者

単価

6300円/t
336円/40L詰
178.5円/20L

詰

1000円/t
0円/t

(当面の間)
0円/t

(当面の間)

肉牛3500円/ｔ
乳牛5000円/ｔ
350円/40Ｌ詰

500円/ｔ
900円/ｔ リン
酸肥料添加

併設堆肥舎

種類 堆肥 消化液 消化液 消化液 堆肥

運搬法
排出農家引き

取り
排出農家引き

取り
利用組合 利用組合

受益者又は
JAｺﾝﾄﾗ

単価 0円/t 0円/t
畜産農家
100円/t

耕種農家
200円/t

畜産・耕種農家

500円/t

各数値は資料や聞き取り等によるもので、未確定のものもある。

プラント 別海
バイオガスプラント

鹿追

＊：堆肥の生産過剰で売れ残った場合は、畜産農家に持ち込み量の
     25%を未熟堆肥や脱水ケ－キで持ち帰ってもらう。

南丹市八木 日田 山鹿

表１　各プラントの概要

表２　各プラントの受入（処理）料金と運搬者

表３　生成物（消化液・堆肥）の販売料金と運搬者
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基質としてのメタノールの経費が大きい。日田プラン
トでは将来的にはメタノールを廃牛乳に代替させ、経
費削減を図るとのことであった。
　５プラントで家畜糞尿のみを処理する所は皆無であ
る。廃棄物処理法上で市町村に処理責任のある一般廃
棄物（生ゴミや屎尿処理汚泥）を副資材とするのは八木
プラント以外の４プラントであり、この内、別海プラ
ントを除いた３プラントは市町が施設管理者となって
いる。八木プラントは「おから」や「廃牛乳」を副資材
として受け入れている。
　各プラントでの処理（受入）料金を表２に示す。糞尿
の受入料金は約500 ～ 900円 /t である。別海プラント
以外はプラントへの搬入を農家側で行う金額である。
日田プラントでは600円 /t の処理料金の他に搬入車輌
の更新費用として700円 /t を積み立てているとの事で
あった。副資材の処理料金は3,000 ～ 15,000円 /t でか
なりの幅があり、特に、別海プラントでその幅が広い。
別海プラントでは乳牛糞尿は処理量の85％を占める
が、処理料収入は25％に過ぎない。日田市では現在、
一般廃棄物や産業廃棄物の焼却処理に13,000円 /t を
要しているが、共同利用型バイオガスプラントで処理
出来る物は処理した方が安価であり、施設費も安価と
のことであった。
　プラントで生成する消化液や堆肥の販売額を表３に
示した。当面の間無料とする日田プラントを除き、無
料なのは別海プラントのみであった。鹿追プラントで
は消化液の利用料金を畜産農家と耕種農家で相違させ
ている。
　山鹿プラントではリン酸（消火器の期限切れ消化材
でリン酸成分を主成分とし、従来廃棄物であった）を
添加した消化液は1.8倍の単価で販売されている。ま
た、電力会社との系統連携をせず、電力系統がプラン
トとして独立する山鹿プラントではガスエンジンの補
助燃料として重油を用いているが、将来的には廃食用
油由来のバイオディーゼルフエル等を使用し、重油代
の削減を図るとのことである。
　運転員には自衛隊退職者あるいは元農家など、重機
の運転や機械操作に習熟した者を雇用するプラントが
多く、人件費の節減にも努めている。このようにいず
れのプラントも運営費の削減に努めているが、市町が
管理者となるプラントでは一般廃棄物も処理すること
から、収入の不足分を市町が補填することが多いよう
である。

２）消化液利用上の課題

　消化液を液肥として利用することは浄化放流をせず
に済むため、運営経費が低減化することは上述した。
このため、いずれのプラントでも消化液の肥料として
の利用の推進を図っている。また、化学肥料ではなく
消化液を肥料として利用することにより有機認証栽培
作物として差別化を図ることも報告された。別海プラ
ントでは、「積雪寒冷地における環境・資源循環プロ
ジェクト」において、草地及び畑地への施用法を北海
道立農業試験場との共同研究で確立しており、この面
では最も進んでいると考えられた。しかし、現地検討
会での討論では、農家段階では未だに施用法が十分に
周知されていないように思われた。今後、施用法が農
家段階で具体的に理解され、耕種管理の一環として定
着されることが望まれる。
　家畜糞尿、特に乳牛糞尿の肥料成分は牧草や畑作物
の肥料成分の要求度に比べ、リン酸成分の濃度が特に
低い。このため山鹿プラントのように、不足する肥料
成分を消化液に添加することは消化液利用での利便性
を向上させるので、今後、一層の解明が重要である。
　消化液はほぼ毎日生産されるが、それを液肥として
利用する場合、散布利用までの期間、それを貯留しな
ければならない。山鹿プラントと鹿追プラントでは実
際の耕種管理に基づき、長期間の貯留を可能とする貯
留槽を設置していた。

３）ガス利用上の課題

　発生するバイオガスは脱硫・脱湿後、ガスボイラー
やガス発電機で利用され、余剰電力は山鹿プラントを
除き、売電される。しかし、発電機にかかるガスエン
ジンの維持管理費は高額であり、売電料金は低廉であ
るため、バイオガスを温熱として利用する検討が実施
されている。別海プラントでは別海町が主体となって、
当所と㈱エアーウォーターとの共同研究により、バイ
オガスの精製後、プロパンガスを添加し、高圧充填し
て、ガスボンベで利用するシステムの検討がミニプラ
ントを設置して行われている。日田プラントでは都市
ガス配管へのバイオガス供給を検討するとのことであ
った。
　なお、山鹿プラントではプラントを電力会社と系統
連携せず、バイオガスだけでなく、重油も燃焼できる
ガスエンジンを使用し、電力はプラント内で自己完結
している。この場合、１年間での30分ピーク電力量か
ら規定される基本料金が不要となるため、売電料金の
安価な現在の日本の電力料金体系では一考に値するガ
ス利用法である。
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４）施設機械の維持管理上の課題

　国内の共同利用型バイオガスプラントは運転実績が
少なく、点検管理法が未整備なことによる施設の故障
や損傷があり、失敗に学ぶことが多いとの報告があっ
た。したがって、このようなトラブルカルテの継続的
な作成とその周知が重要である４）。
　バイオガスプラントの設備、機器及び配管類の劣化
は激しくその更新は不可欠であるが、八木プラントで
は平成17年度の「バイオマスの環づくり交付金事業」
により、設備の改修が初めて補助事業として認められ
た。地域の有機資源循環を目指したメタン発酵、エタ
ノール発酵、乳酸発酵などの先進的取り組みを行って
いる事業者が通常の設備使用でも必ず劣化による各機
器の入れ替えや改修工事等を行う必要がある。この経
費負担が大きいため、従来の新規施設だけに対する補
助事業の仕組みではバイオマスを利用したエネルギー
変換施設や同処理施設の建設を躊躇するところであっ
た。今回、改修も補助事業として認められたことはバ
イオマス利活用を促進するものにとって大きな後押し
となった５）。
　別海町での現地検討会では農業農村整備事業の肥培
かんがい事業での嫌気発酵の取入れに関して説明があ
ったが、副資材の処理や売電なども含めて検討課題は
残されている。

５）糞尿や副資材の排出者の課題

　施設機械の維持管理上の課題として搬入される原料
の中に工具、コンクリート片等が混入し、プラントの
損傷を早めている事が複数のプラントから報告され
た。そして、原料の排出者である農家や事業者に異物
混入の防止をプラント管理者は繰返し警告する必要性
が報告された。
　また、プラント側が糞尿のプラントへの搬入を行う
場合、スラリーの凍結などにより汲み上げ作業が困難
にならないような農家側の管理がスムーズなプラント
運営に不可欠である。

６） 環境上の課題

　バイオマスから産出されるバイオガスや消化液は化
石燃料の消費削減（プラントの稼働に必要なエネルギ
ー以上の余剰エネルギーの産出と消化液の液肥として
の利用に伴う化学肥料製造の際の化石燃料の消費削
減）の観点から従来から評価されている。今回は、こ
の他に以下のような長所や課題が明らかにされた。
　①八木プラントや日田プラントのように、消化液の

浄化処理を行うと、その浄化処理のためのエネル
ギー消費により、化石燃料使用量の削減効果は殆
ど消去される。このため消化液の液肥利用は重要
な課題である。

　②従来の堆肥化処理やスラリー貯留処理に比べ、メ
タン発酵処理での温室効果ガス発生量は炭酸ガス
換算でほぼ半減する。

　③副資材として受け入れるバイオマスは従来、焼却
処理や埋立て処理されていたもので、バイオガス
プラントで処理することにより、これらの処理量
が削減され、資源の循環利用だけでなく環境保全
にもなる。

７．おわりに

　話題提供者の方々はバイオガスプラントをその地域
の農業振興施設の一環として位置付け、大変理解しや
すいパワーポイントで説明頂いた。バイオガスプラン
トは1990年代末から日本でも築造されるようになり、
2000年に北海道バイオガス研究会が発足し、第１回の
研究会は酪農学園大学において約700名の参加者で盛
大に発足開会された。その後、多くの試験用も含めた
個別型バイオガスプラントが建設されたが、現在でも
稼動しているプラントは多くは無いとされ、昨年の第
７回北海道バイオガス研究会の参加者は約100名で、
バイオガスプラントのブームは現在では終了した様で
ある。しかし、バイオガスプラントはこれからの農業、
エネルギー、環境、廃棄物の問題を考えると不可欠な
施設であり、今回のシンポジウムではこれらの点が共
通認識として明らかになった。この基本に沿って、普
及発展のための地道な課題解決が重要であることをあ
らためて認識した。本シンポジウムに協力・後援いた
だいた関係各位、別海町に感謝します。
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