
　当研究所では、2000年度に共同利用型の大規模バイ
オガスプラント（以下、別海プラントという）を建設し、
積雪寒冷地におけるバイオガスプラントに関わるさま
ざまな調査研究を実施してきている。
　2001 ～ 2004年度に実施したプロジェクト研究では
デンマークやドイツより寒冷地であり、かつ、敷料を
多用した乳牛の飼養形態という条件下でバイオガスプ
ラントの実用性を実証し、その結果、経営収支の安定
化（収入の確保・経費削減）が最重要課題として抽出さ
れた１）。そこで、2005年度から地域で発生する乳牛ふ
ん尿以外の有機性廃棄物を発酵副資材として有料で受
入れる稼働を開始し、経営収支改善への効用を確認し
ている２）。多種多様な有機性廃棄物がメタン発酵に利
用できる（以下、「副資材」という）が、湿式メタン発
酵においては、受入槽に貯留しているふん尿スラリー
に混合して管路によりメタン発酵槽にポンプ圧送で投
入するという方式に適合するものに限定される。
　そのため、液状、半固形状の副資材は概ね前処理を
行うことなく利用可能であるが、固形物の副資材はそ
の形態によって、それぞれに適正な前処理が必要とな
る場合が多い。この前処理は日常の運転管理作業の一部
として実施されており、作業効率に大きく影響している。
　そこで、固形物の副資材の種類ごとの前処理状況と
課題を別海プラントの運転稼働から得られた実例とし
て紹介する。また、構想ではあるが、より効率化を図
るための対策案を提案する。

　副資材の内訳を に示した。前処理の内容等は、
2007年度の夏期における実態である。
　副資材の個別の概要は以下のとおりである。
①　廃用牛乳：乳質検査不合格品等。バキュームタン
カーで搬入される。
②　廃チーズホエイ：チーズの製造過程で発生する上
澄液をチーズホエイ（乳清）と呼ぶ。水溶性タンパク質、
カルシウム、乳糖、水溶性ビタミン等を含有し、各種
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サプリメントの原料や豚の飼料として利用されている
が、保管容量を超過した場合等に廃棄物として処理さ
れる。バキュームタンカーで搬入される（ ）。
③　廃アイスクリーム：賞味期限切れの回収品、品質
検査用ストックの廃棄などで発生する。250g の紙製
容器に入ったままトラックで搬入される（ ）。
④　合併浄化槽汚泥：別海町内の一般家庭に設置され
ている、屎尿と家庭雑排水を合わせて浄化処理する合
併処理浄化槽（いわゆる個人下水道）からの汲み取り汚
水である。６～８月に集中して汲み取りされ、バキュー
ムタンカーで搬入される。
⑤  畜体汚泥：畜体の洗浄水を浄化処理する過程で発
生した汚泥と汚水。バキュームタンカーで搬入される。
⑥　廃生クリーム：賞味期限切れの回収品、品質検査
用ストックの廃棄などで発生する。バキュームタン
カーで搬入される。
⑦　廃脱脂粉乳：品質検査不合格品、賞味期限切れの
回収品、品質検査用ストックの廃棄などで発生する。
25㎏袋入りの荷姿でトラック搬入される（ ）。
⑧　廃ホエイパウダー：チーズホエイの成分を濃縮粉
状にした乳製品で、賞味期限切れの回収品、品質検査
用ストックの廃棄などで発生する。25㎏袋入りでト
ラック搬入される（ ）。
⑨　廃バター：賞味期限切れの回収品、品質検査用ス
トックの廃棄などで発生する。20㎏ビニール袋入りを
ダンボール箱に入れた業務用荷姿のものと、250 ～
500g で銀紙包装された一般家庭用荷姿のものがある。
また、無塩バター・有塩バター・発酵バターの３種類
があり、トラックで搬入される（ ）。
⑩　廃チーズ：賞味期限切れの回収品、品質検査用ス
トックの廃棄などで発生する。200㎏程度のフレコン
バッグ入りや20㎏程度の箱入りがある。また、カマン
ベール・モッツァレラ・プロセスなどがあり、トラッ
クで搬入される（ ）。
⑪　水産加工場残滓：サケ・マス・サンマ・ホッケな
どの加工で生じた頭・中骨・鰭。魚箱に入れて凍結し
た状態でトラック搬入される（ ）。
⑫　乳業工場汚泥：乳業工場で製造ラインの洗浄水を
浄化処理した過程で発生した汚泥。凝固剤によりゼリー
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　現時点で何らかの前処理を実施している副資材の実
際の処理状況とその課題を以下に示す。
①廃アイスクリーム
　当初は、溶解している内容物を飛散させないように、
一個一個丁寧に蓋をあけて、内容物を大型ポリバケツ
に出し、ある程度たまったところで受入槽に投入する
という、極めて不効率であるが、全て手作業で処理し
ていた。そこで、効率化するために紙容器ごと固液分
離機（スクリュープレス）に投入して処理する方法を試
験した。内容物は搾汁となって地下ピットに貯留され、
ふん尿スラリーとともに受入槽に移送され、紙容器は
分離固分として敷藁とともに堆肥化される。コーティ
ングされた紙容器ではあるが、固液分離機内での摩擦
圧延で細片化し、数ヶ月の堆肥化で原型をとどめない
ほど腐朽していた。この結果、廃アイスクリームの前
処理は固液分離機を用いることで課題が解消した。
②廃脱脂粉乳と廃ホエイパウダー
　どちらも粉体の資材で同じように取り扱っている。
25㎏程度のセメント用紙袋もしくはビニール袋の荷姿
であるので、受入槽の開口部際でカッターナイフや鎌
で開封し、内容物をふん尿スラリー中に投入している。
１回の処理数は最大で20袋程度であり、作業自体は困
難なものではない。しかし、過去に、受入槽の破砕ポ
ンプで閉塞トラブルを生じた時に、貯留スラリーを全
て排出して堆積スラッジを調査したところ、粉乳が飴
状化して固結した多数の小石大の塊と富士山状に固結
した堆積が確認された。そこで、脱脂粉乳の投入時に
は必ずスラリーに攪拌流を生じさせて速やかに分散さ
せ、かつ、投入する場所を少しづつ移動するようにし
た。受入槽内でのトラブルは生じていない。しかし、
熱交換器の内部で脱脂粉乳が粉体状のまま固着してい
ることが発見され、ふん尿スラリーへの溶解性は良好
ではないことが確認された。このことは、後述する熱
交換器の破損の一因と考えられ、温水に溶解して牛乳
状で投入することが望ましいと考えられる。そのため
には、溶解槽が必要となるが、設備規模や他の副資材
の前処理との兼用、溶解の仕組みなどを良く検討する
必要があり、課題として残されている。
③廃バター
　250 ～ 500g 程度の銀紙包装されている小塊は、包
装紙の除去を手作業で行わざるをえないため、極めて
作業効率を低下させている。溶解させることでバター
と包装紙を分離し、包装紙のみを回収する手法が有効
と考えられるが、設備がないため実施には至っていな
い。また、25㎏の大塊は縦半切したドラム缶とジェッ

状となっており、トラックで搬入される（ ）。
⑬　屎尿処理汚泥：屎尿処理場の浄化処理で発生した
活性汚泥。凝固剤によりゼリー状となっており、トラッ
クで搬入される。
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トヒーターを用いた溶解という前処理を試行した（
）。ふん尿スラリーに混合させるためには有効

であったが、溶解の手間とエネルギーが大きく、現在
では採用していない。プラント内にはコジェネレータ
やガスボイラーの熱を回収してメタン発酵を加温する
ための温水が常備されている。この温水を利用した融
解槽の設置が、前述した脱脂粉乳、廃バターの前処理
に効果的と考えられる。この対策案の詳細は後述する。

④廃チーズ
　チーズは水に浸しておいてもほとんど溶解しない。
一方、チーズフォンデュのように、加熱すれば容易に
溶解するが、また速やかに固結する。
　廃チーズを前処理するにあたっての課題は、液状を
維持することと考えられた。そこで、ふん尿スラリー
中の多様な微生物の働きで自然溶解させることが可能
か否かを試験した。試験方法は、タマネギ用網袋に秤
量したチーズを入れ、受入槽内のふん尿スラリーに浸
漬して重量変化を計測するという簡便なものである
（ ）。
　その結果、水に浸漬した場合とは全く異なり、自然
に溶解していくことが確認された（ ）。しかし、
受入槽内に200㎏ものチーズ塊を数日間にわたって静
置しておく適当な方法が考案できないことから、自然
溶解法を本格的に採用するには至っていない。自然溶
解法以外の方法として、（1）乾燥粉砕法：粉チーズに
して脱脂粉乳のように投入する方法、（2）圧延分散法：
固液分離機に細片状や粒状の適当な分散媒体（オガク
ズなど）と一緒に入れて圧延し、分散媒体に付着させ
た細片化物に処理してから受入槽に投入する方法、な
どの案はあるが、適当な処理機械が設備されていない
ことなどから試行できていない。課題として残されて
いる。

⑤水産加工残滓
　受入槽内には破砕ポンプが設置されている。破砕ポ
ンプはバーチカルポンプの一種で、押し上げ水流を起
こす羽根車部に突起がついていて、ケーシングとの擦
り合わせ部が鋏のように切断する仕組みになっている
ものである（マセレータという。 ）。水産加工
残滓は冷凍品で搬入されるので、冷凍状態のまま受入
槽に投入し、自然溶解して崩壊したものからマセレー
タに吸引され、破砕されてメタン発酵槽に送り込まれ
る。敷藁のような長い繊維物は巻き付いたり、収束す
ることで閉塞を生じたことはあるが、水産加工残滓で
はそのようなトラブ
ルを生じたことはな
い。別海プラントに
は生ゴミや水産残滓
の処理を目的とし
た、副資材破砕機が
設置されているが、
構造的な不備があ
り、使用していない。
マセレータを利用し
た、現在の手法で水
産加工残滓の前処理
は確立したものと判
断している。

　別海プラントは設計段階から地域に賦存している生
ゴミや水産加工残滓などの有機性廃棄物の利用を考慮
していた。乳牛ふん尿を主原料とした場合、有機性廃
棄物との共発酵は効果が高いことが欧州諸国で立証さ
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れていたからである。そこで、積雪寒冷地での実証試
験を行うために大型の破砕機と破砕した副資材の貯留
タンク・移送配管の設備群を設置した。水産加工残滓
を試験的に処理したところ、破砕程度は良好であり破
砕機に問題は認められなかったが、貯留タンクで重要
な課題が明らかとなった。それは、破砕物を全て吸い
出すことができずに大量の残留物が生じる（ ）
という現象である。夏期であれば数日で腐敗するため、
毎回、マンホールを開けて内部清掃しなければならな
いと判断され、そのような利用は不効率であることか
ら、試験破砕後には清掃処理してその後は使用してい
ない。大量の残留物が生じる原因は、貯留タンクの底
が平面で水平であること、破砕物の吸出口が側面に取
り付けられ、かつ底面より高いためである（
）。対策案は、貯留タンクの底を擂鉢状にして最凹
部に吸出口を接続する、または、底に傾斜をつけて傾
斜末端部から吸い出すというような構造に改造するこ
とである。 に改造案を示した。

、右図）。
　2006年度の冬期に、発酵液が温水循環系に流入して、
発酵液中の微細な牧草破片等が熱回収ポンプのインペ
ラーを閉塞し、温水循環が滞ったためにメタン発酵加
温ができなくなり、バイオガス発生が激減するという
トラブルが生じた。加温用熱交換器を撤去して分解し、
内部を検査したところ、隔壁の天端が欠損している箇
所が多数確認できた（ ）。この欠損部から発酵
液が温水循環系に流入したものであった。この欠損は
ヒトの虫歯と同じ現象により生じたものである。虫歯
の原因物質が糖分であるように、熱交換器の隔壁を酸
により腐蝕欠損させた原因物質は、粉状で流入して固
着した脱脂粉乳と考えられた。 はモジュール
の天端を覆っているゴム製のガスケットで、白くリン
グ状に付着しているのは廃脱脂粉乳である。
　モジュール天端に廃脱脂粉乳が侵入した原因は木片
等の異物がスリットに挟まって乱流を生じたことや熱
交換器を締め上げている連結ボルトが緩んだことに気
づかず増し締めされていなかったことなど複数の要因
が複合して発生したトラブルであるため、廃脱脂粉乳
の投入のみが原因ではないが、少なくとも、牛乳状に
溶解させて投入していれば隔壁の欠損＝熱交換器の破
損は回避できたのではないかと考えられる。

　別海プラントのメタン発酵加温システムは、発酵槽
で加温を行う方式ではなく、発酵液を熱交換器と発酵
槽の間で循環させて液温を維持する方式である。その
加温用熱交換機は、内部が二重螺旋構造となった高さ
20㎝のプレートが８段積みになっている（ 、左
図）。二重螺旋は厚さ１㎝の隔壁で仕切られており、
一方は温水、もう一方は発酵液の流路となっている（
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　このトラブルは全く想定外のことであったが、各種
の副資材を適正に前処理することの必要性・重要性を
示している。
　そこで、以下に、構想段階ではあるが二つの前処理
設備を提案する。

　上述したように、廃脱脂粉乳、廃ホエイパウダー、
廃バターは溶解槽で前処理することが望ましいと考え
られる。溶解するための熱源はメタン発酵加温用の温
水が利用できる。また、前処理作業を日常的に実施し
ているプラントの運転員の労力軽減も考慮すると、朝
の出勤時に副資材を投入しておけば、夕方の退出時ま
でに融解処理され、受入槽に自然流入しているという
方法が望ましい。温水流入バルブの開閉・副資材の溶
解槽への投入・溶解槽に残留したゴミの後片付け程度
の作業で、廃バター・廃脱脂粉乳・廃ホエイパウダー
の処理が可能となる。一般家庭用の浴槽を流用した溶
解槽の一例を に示す。

( )

( )

( )

　別海プラントでは、敷料（多くの場合、乾草）が混合
した固形状ふん尿（以下、「固形ふん」と呼ぶ）を固液
分離して、分離液分はメタン発酵に利用し、分離固分
は堆肥化している。固形ふんに含まれる敷料はポンプ
の回転軸に巻き付いてポンプを停止させるなどの故障
の原因になるためである。したがって、現状の北海道
の酪農家の飼養実態を考慮すると、バイオガスプラン
トでの固液分離は必須の工程と言わざるをえない。
　しかし、この固液分離という処理を行うためには、
専用の機械システムを設備しなければならず、建設コ
ストを増加させる。加えて、固液分離工程の実施は、
人力も含めて稼働エネルギーを要すること、敷料とい

う有機物をメタン発酵の原料として利用できないこと
という２重のマイナス要因となっている。固形ふんを
固液分離することなくメタン発酵の原料として利用す
ることができれば発酵効率もプラントの稼働効率も向
上する。そのためには、敷料の長い繊維を短く切断し
なければならないが、前述した破砕ポンプで処理する
ためには、敷藁の繊維が一本一本分散してマセレータ
に吸引されるような状態を維持しなければならず、プ
ラントの運転管理労力が大きくなってしまう。乾燥し
た敷料は陸上では容易に裁断できるが、水分を吸収し
てしなやかさを増した敷料を水中で切断することは極
めて難しい。
　そこで、考えられる手法が草食動物の咀嚼に倣った
「擂り潰し法」である。敷料混合ふん尿を適度に分散
しながら粗から細へ順次擂り潰していき、最終的には
粥状にしてスラリーピットへ落とし込む手法である。
この方法は、敷料に限らず、上述した全ての副資材を
処理することが可能で、副資材の前処理を完全に一本
化できると考えられる。
　現実には、このような機器は製造も利用もされてい
ないので、開発案としての提言であるが（イメージを

に示した）、今後のバイオガスプラントの普及
推進にあたっては、副資材の前処理のみならず、敷料
混合ふん尿を固液分離することなく利用する方法の開
発も重要であると考えている。
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　バイオガスプラントは、地域で発生する有機性廃棄
物（＝バイオマス資源）を副資材として利用することが
できる。各種の副資材は、埋立や焼却といった環境へ
の負荷が危惧される手法で処理されているものが多
く、これらをバイオガスプラントでの処理に切り換え
ていくことは、環境への負荷を抑制し、資源の有効利
用を促進するものである。加えて、副資材の受入処理
料金は重要な収入源であり、プラント運転の経済的支
柱ともなりうる。
　しかし、液状化や溶解といった前処理を必要とする
副資材も少なくない。数百㎏～数トンという量を人力
で処理することは困難であり、機械化や自動化が望ま
れるが、処理機械の性能や仕組みは副資材の性状に即
した適正な処理ができ、かつ、運転保守が容易なもの
でなければならない。また、悪臭の防止や設備の洗浄
といった衛生管理作業の簡便化等、運転員の作業環境
にも配慮しなければならない。
　現在、別海プラントで利用している副資材の中で、

前処理に何らかの課題を抱えているものは、廃脱脂粉
乳、廃ホエイパウダー、廃バター、廃チーズの４品目
である。いずれも「液状化と液体状の維持」がハード
ルとなっている。加えて、固形ふんに含まれる敷料も
副資材として扱い、液状化することができれば、固液
分離という工程の省略をも実現することが可能とな
る。このことは、バイオガスプラントの運転効率とエ
ネルギー効率の向上を生み出し、普及推進に拍車をか
けると考えている。

１） 独立行政法人北海道開発土木研究所：積雪寒冷地
における環境・資源循環プロジェクト（平成12 ～
16年度）最終報告書、2005年

２） 石田哲也、山田章、横浜充宏：副資材を共発酵処
理する共同利用型バイオガスプラントの稼働と運
営経費の特徴、独立行政法人土木研究所寒地土木
研究所月報12月号、No.655、pp.47-51、2007年

石田　哲也＊

寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループ
資源保全チーム
主任研究員
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