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独立行政法人土木研究所寒地土木研究所では､ 地域

におけるバイオマス処理とエネルギー供給技術の実証

を目的として､ 2000年より北海道東部の酪農地域であ

る別海町において､ 乳牛1000頭規模のふん尿を処理す

る共同利用型バイオガスプラントを運用している１) ２)｡

そして2003年からは､ そこで発生したバイオガスを改

質して水素を製造するベンチプラント (水素製造プラ

ントと称する) を建設して､ そのプロセス技術に関す

る実証実験を行ってきた３) ４) ５)｡ また､ それらの実証

運転において取得した物質収支・エネルギー収支デー

タの解析により､ バイオガスプラントと水素製造プラ

ント間の物質とエネルギーの融通関係を定量的にシミュ

レーションすることが可能となり､ 両プラントの一体

化を想定したプラント (BTHプラントと称する) から

の水素供給量を試算し､ 農村地域における水素エネル

ギー利用方法について検討を行った６) ７) ８)｡

しかしながら､ これまで実施したBTHプラントのシ

ミュレーションでは, 自ら生産するバイオガスを燃料

とするガスエンジンとガスボイラーによりプラント運

転に必要な電力と熱需要を自家供給すること (独立運

転) を前提条件としており､ 他のエネルギー供給源を

使用する場合の検討を行っていなかった｡ プラント運

転に必要なエネルギー源としてバイオガスのみを利用

すれば､ カーボンニュートラルの原理により温室効果

ガス排出量はカウントされない｡ しかし､ プラントの

エネルギー供給条件を固定したこれまでの試算方法で

は､ それが環境性を最大限に高める最適な運転方法で

あるか否かについての判断はできない｡ 例えば､ プラ

ント外部から電力や熱を供給すれば､ その相当分のバ

イオガスを改質原料に充当でき､ 水素製造量は増大す

る｡ それゆえ､ 水素エネルギー利用による化石燃料の

代替量も増え､ 全体として温室効果ガス排出量をさら

に削減できる可能性も考えられる｡ また､ バイオガス

を用いてプラントのエネルギー需要を自家供給する場

合でも､ バイオガスから製造した水素の一部を用いて､

燃料電池によりエネルギーを供給する方法も考えられ

るであろう｡ 自家発電を行うバイオガスプラントと同

様にBTHプラントにおいても､ プラントの所要エネル

ギーを自家供給することを基本と考えるが､ 本研究で

は､ 以上に述べた内容を考慮して､ プラント外部から

のエネルギー供給など多様な方法の中から､ 環境性を

さらに向上させるプラント運転が可能か否かについて

検討を行う｡

このような観点から､ 本研究では､ 先ずBTHプラン

ト運転に必要なエネルギー供給源として､ バイオガス

を燃料とするガスエンジン､ ガスボイラーのほか､ 商

用電力系統や燃料電池, 化石資源を燃料とするガスエ

ンジンやボイラー等から構成されるプラントシステム

を設定した｡ そして､ それらエネルギー機器の中から､

目的・条件に応じた適正な組み合わせを最適化手法に

より選択させるため､ 設定したBTHプラントのシステ

ム構成を数理計画法のひとつである線形計画問題とし

て定式化した｡ 本研究では､ その評価指標を温室効果

ガス排出量とし､ その最小化を目的としたBTHプラン

ト運転方法の最適解の抽出と､ その際の水素供給量等

の試算を行った｡
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別海バイオガスプラントでは､ 現在､ 乳牛100頭飼

養規模の酪農家9戸からの乳牛ふん尿を受入れている｡

その内､ 4戸の農家からは液状のふん尿のみが搬入さ

れ､ その他5戸の農家からは乾燥牧草や麦わらとふん

尿が混合された固形ふん尿の状態で搬入される｡ メタ

ン発酵には､ ポンプ等の移送機器に支障が生じない液

状のふん尿のみを使用する｡ そのため､ 固形ふん尿は

液分と固形分に分離され､ その液分のみがメタン発酵

槽へ投入され､ 残りの固形分は堆肥化処理されている｡
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1日約45m3の乳牛ふん尿とその数%相当量の食品廃棄

物を投入し､ メタン発酵槽内の温度37℃､ 滞留日数30

日の発酵条件で処理を行っている｡ そこで発生したバ

イオガスは､ ガスエンジンの燃料として利用され､ プ

ラントの消費エネルギーを自家供給するとともに､ 余

剰として生じた電力は電力会社に売電されている｡

だたし､ 原料として受け入れる乳牛ふん尿を液状の

ふん尿のみとすれば､ 固形ふん尿処理に必要な設備が

除外され､ プラント外部へ供給可能なエネルギー生産

量をさらに増加できることが試算されている９)｡ 本研

究ではエネルギー生産を重視して､ プラントへ搬入す

る乳牛ふん尿は､ 液状の乳牛ふん尿のみを想定した｡

さらに､ その他の実験設備等を除外し､ 実用的なプラ

ント運転に必要な設備のみを現プラントから抽出した｡

このように再構成した別海バイオガスプラントのプロ

セスフローを���に示す｡ 酪農家から運搬されてき

た乳牛ふん尿と地域で発生した食品廃棄物を受入設備

へ投入, 発酵設備へ送りメタン発酵処理を行う｡ 発生

したバイオガスは､ 脱硫処理後､ プラント運転に必要

なエネルギー源とするほか､ 本研究の場合､ 水素へ改

質するための原料とする｡ また､ メタン発酵後の残滓

である消化液は良質な肥料となる10)｡ 酪農家の牧草地

に肥料として消化液を還元するため､ 消化液を殺菌処

理後､ 貯留設備に保存して､ 必要な時期に牧草地へ散

布する｡ 北海道の酪農業は､ 消化液の還元を許容する

広大な圃場面積を有するので､ 適正な資源循環利用の

面からバイオガスプラントの運用に有利な条件を備え

ている｡
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水素はメタンから､ 次の反応により製造できる｡

CH4+H2O→CO+3H2 (水蒸気改質反応) (1)

CO+H2O→CO2+H2 (CO変成反応) (2)

この方法は水蒸気改質法と呼ばれ､ メタンなど炭化

水素を改質し､ 水素を製造する実用的な方法である｡

バイオガスは､ 60％のメタンと40％の二酸化炭素を主

成分とし､ そのほか硫化物や酸素､ 水などの微量成分

を含む｡ それゆえ､ バイオガス中のメタンを分離・精

製すれば､ 水蒸気改質法を用いて水素を製造すること

ができる｡

���にバイオガスからの水素製造実験のプロセスフ

ローを示し､ その実験で得られた物質収支を���に示

す｡ バイオガスからのメタンの精製は､ 脱硫後､ 膜分

離装置を用いて行うが､ 本実験ではメタン精製純度を

上げるため､ 1段目の膜分離で透過側に残るメタンを2

段目の膜分離により回収する方式としている｡ 精製し

たメタンは､ 水蒸気改質反応器において､ 圧力

0.47MPa､ 温度750℃の条件下で水素に改質される｡

そのメタン改質効率 (転化率) は約90％であり､ 改質

後の水素ガスは99.9％以上の純度に精製した｡ 本プラ

ント運転実験では､ 200Nm3/dayのバイオガスからメタ

ン108Nm3/dayを精製し､ そのメタンと水蒸気から水素

280Nm3/dayを製造した｡ また､ ガス精製過程で発生す

るオフガスは､ メタンと水素を含むため､ 燃焼用ガス

として再利用することができる｡
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両プラント運転の物質収支とエネルギー需要の計測

データの解析結果から決定した物質量とエネルギー需

要量の関係式 (係数) を���に示す｡

乳牛ふん尿量及び食品廃棄物量1t(=103kg)あたり､

それぞれ30Nm3 11)､ 150Nm3 12)のバイオガスが発生する

とした ((3)式)｡

水素製造量は､ 物質収支の結果より､ 改質に用いる

バイオガス (以降､ 改質バイオガスと称する) 量の

1.4倍(=280/200)となる ((4)式)｡ 同様に改質バイオ

ガス量に対するオフガス量が決定し､ そのオフガスを

熱量に換算した ((5)式)｡

バイオガスプラントの電力需要は､ 乳牛ふん尿等の

原料および消化液を移送するポンプ類やメタン発酵槽

内の攪拌機等であり､ それは､ プラントに投入する乳
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牛ふん尿と食品廃棄物 (以降､ 原料バイオマスと称す

る) の総重量に比例するとした ((6)式)｡ バイオガス

プラントの熱需要は､ 原料バイオマスの発酵槽投入前

の予熱, 発酵槽内の温度維持及び消化液の殺菌等であ

り､ 電力需要と同様に原料バイオマス量に比例すると

した ((7)式)｡ なお､ この熱需要は現状のバイオガス

プラントにおいて､ ガスエンジンの回収熱により供給

されているもので､ 80℃以下の比較的低温度の熱供給

で対応できる｡

水素製造プラントの電力需要は､ コンプレッサや冷

却装置等であり､ 水素製造プラントに導入する改質バ

イオガス量に比例するとした ((8)式)｡ ただし､ 脱硫

設備はバイオガスプラントにも設置されているので､

ここでは除外した｡ 同様にガスや水蒸気発生の予熱に

利用する低温熱需要 (80℃以下) もまた改質バイオガ

ス量に比例するとした ((9)式)｡ また､ 水素製造プラ

ントの主要な熱需要である水蒸気改質反応器では､ 約

750℃の高温度が必要である｡ 反応器におけるガスの

顕熱と反応熱は､ そのガス流量に比例するが､ 反応器

からの放熱量は､ 反応器の表面積に比例するとした｡

すなわち反応器 (体積) をm倍に増大したとき､ 放熱

量はその表面積増分の 倍となる｡ それゆえ､ プラ

ント規模の増大に従い､ 水素製造プラントの熱効率は

向上することになるが､ 本研究で対象とする乳牛数千

頭のふん尿処理規模のプラントにおいては､ 改質バ

イオガス量と熱需要の関係を直線で近似 (相関係数

0.9994) できるため､ 一次式 (線形) で表わした8)

((10)式)｡

また､ 本報における水素貯蔵方法には､ 現状で最も

汎用的な方法としてガスボンベ貯蔵を採用した｡ ただ

し､ 本プラント運転実験において､ ガスボンベによる

水素貯蔵は行っていないため､ 文献13) を参考に､ その

設備の電力需要量を推定した｡
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前節で述べたプラントのエネルギー需要量に対して､

適当なエネルギー供給源を想定し､ 投入する原料バイ

オマス量を与えれば､ その場合のBTHプラントの物質

収支・エネルギー収支をシミュレーションすることが

できる｡ 本研究では､ いくつかのエネルギー供給機器

を設定して､ その自由度のある運転方法の中から､ 温

室効果ガス排出量を最小とする最適解を算出する｡

���に､ その前提として設定したBTHプラントのシ

ステム構成モデルを示す｡ プラントの電力需要に対し

て､ 商用系統電力､ バイオガスあるいはプラント外部

からの化石資源を燃料とするガスエンジン発電､ 製造

した水素の一部を用いた燃料電池発電により､ 電力供

給が可能であるとした｡ プラントの熱需要は､ 高温の

熱需要に低温の熱源を利用できないことから､ 主に原

料バイオマスの予熱や消化液の殺菌などに必要な80℃
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以下の低温熱需要と水蒸気改質反応に必要な750℃以

上の高温熱需要に分ける｡ プラントの低温熱需要に供

給可能な熱源は､ ガスエンジン発電または燃料電池発

電に伴う回収熱､ バイオガス・オフガス燃焼熱及びプ

ラント外部からの化石燃料による燃焼熱を想定した｡

また､ 高温熱需要に対しては､ バイオガス燃焼熱､ オ

フガス燃焼熱及び化石燃料の燃焼熱により供給可能で

あるとした｡ なお､ 本報では､ 水蒸気改質の反応炉も

含め､ ガス燃焼による熱供給設備を一括してガスボイ

ラーと記している｡
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以上のBTHプラントのシステム構成に基づき､ プラ

ント運転を線形計画問題として定式化する｡

線形計画法とは､ 数理計画法の基本的な最適化手法

のひとつで､ 一次不等式 (または等式) で表わされる

制約条件において､ 一次式の目的関数の値を最大また

は最小にする解を算出する方法である14)｡ その基本形

を���に示す｡

本研究における目的関数は､ BTHプラントの運転に

伴う温室効果ガス排出量と水素エネルギー利用による

温室効果ガス削減量との差､ すなわちプラント運転に

おける商用電力系統の利用と化石燃料の燃焼による温

室効果ガス排出量から､ 需要家における水素エネルギー

利用により代替する化石燃料相当の温室効果ガス排出

量を差し引いたものである｡ 目的関数は次式のように

表わされる｡

����＝ ������ － ����� → 最小 (12)

ここでは､ プラント外部から供給する化石燃料として､

本実証プラントが所在する別海町において一般に流通

しているLPG (液化石油ガス) を想定した｡ また､ 水

素エネルギーの利用方法により化石燃料の代替効果は

異なることから､ 本研究では比較のため､ 次の2つの

場合についてそれぞれ試算した｡

Case1：定置型燃料電池コジェネレーション

Case2：燃料電池自動車

目的関数(12)に対する制約条件は､ 電力収支､ 低温

熱収支､ 高温熱収支及びオフガス熱収支のそれぞれ

(13)～(16)式による｡

x ＋ y ＋ z ＋ w ＝ ��	 ＋ ��		 ＋ ��
	 (13)
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����� +���� +���� + �	 + 
	 + �	≧ ��� + ����(14)

�� + 
� + ��≧ ����� (15)

�	 + ��≦ ���� (16)

また, 物質収支から次の(17),(18)式が成り立つ.

����� = ����� - ����� - ����� (�����≧0) (17)

����� = ����� - ���� (�����≧0) (18)

���の関係式､ (12)～(18)式､ 及び���に示す各種

設定値を用いて計算すると､ �, �, �, �, �	, ��, 
	, 
�,

�	, ��を変数とする線形計画法の基本形に帰着する｡

なお､ 本研究ではBTHプラントの物質・エネルギー

量を1日単位で計算するものとし､ この場合のガスエ

ンジンやガスボイラー等の効率は､ 出力によらず一定

の効率 (定格運転) であると仮定した｡

�����	


線形計画法による最適化計算の結果について述べる｡

���は計算結果に基づくBTHプラントの物質・エネル

ギーフローを示し､ その図中の表示番号に対応する乳

牛1000頭のふん尿処理規模のBTHプラント運転時の各

計算値を��に示す｡

Case1では､ プラント運転に必要な電力及び熱需要

を､ すべて自ら生産するバイオガスを燃料とするガス

エンジン及びガスボイラーを用いて供給する運転方法

�� ���������������

��� ����� !"��������#$%&'()*+,*



寒地土木研究所 月報 №678 2009年11月 49

が､ 最適解として抽出された｡ この場合は､ プラント

運転に伴う温室効果ガス排出量は0となり､ 水素エネ

ルギー利用により代替する化石燃料相当の温室効果ガ

ス排出量が削減されることになる｡ これに対して､

Case2におけるプラント運転は､ Case1と同様なバイオ

ガスによる電力・熱供給に加え､ 電力の一部を商用電

力系統から供給する場合が最適解となった｡ この場合

は､ 商用電力の使用により､ 温室効果ガスが排出され

ることになるが､ 燃料電池自動車利用によるその削減

効果が大きく､ その全体の収支から最適解が決定され

たことになる｡

プラントからの水素供給量については､ Case1にお

いて､ 乳牛1000頭のふん尿処理規模のBTHプラントか

ら､ 約410Nm3/dayの水素が供給できる｡ この水素を用

いて､ 燃料電池発電 (固体高分子形燃料電池､ 発電効

率40%) を行うと480kWh/dayの電力となり､ 約40戸相

当の住宅 (住宅1戸当たりの電力使用量13kWh/day

(文献17) より試算)) に電力を供給することができる｡

このことから､ 数十戸規模の集落単位でエネルギー利

用可能な水素量をBTHプラントから供給できるものと

考えられる｡ Case2における水素供給量は､ 570Nm3/day

である｡ Case1において､ バイオガスを燃料に発電し

ていた一部の電力を､ 商用電力とすることで､ その相

当分のバイオガスは改質原料として利用できるため､

水素供給量はCase1と比較して大きいという結果とな

る｡ この水素を用いて､ 1日に約20台相当の燃料電池

自動車への水素供給が可能である (文献18) により､ 燃

料電池自動車への1回の水素充填量を30Nm3とした場

合の試算)｡

このように水素エネルギー利用方法が異なるCase1

とCase2では､ 最適なBTHプラント運転方法もまた異

なる結果となった｡ 両者の解に相違が生じたのは､ 定

置型燃料電池を利用した場合より､ ガソリン自動車を

燃料電池自動車に代替することで発揮される温室効果

ガスの削減効果のほうが2倍以上と大きいためである｡

ただし､ 燃料電池自動車の普及には､ 自動車本体のコ

スト削減にかかる技術開発とともに､ 各地への水素ス

タンドの配置など広域的なインフラ整備が不可欠であ

る｡ それに対して､ 住宅等における定置型燃料電池シ

ステムは､ 局所的な地域において独自のエネルギー利

用システムの構築が可能であり､ 水素社会のモデルケー

スとして先行して普及するものと思われる｡

また､ 乳牛ふん尿量の5%相当量の食品廃棄物を､

乳牛ふん尿とともに共発酵することで､ 水素供給量は､

Case1､ Case2のいずれの場合についても1.5倍以上に

増加した｡ 食品廃棄物の投入により､ プラントのエネ

ルギー効率を向上させ､ その処理費用を徴収できれば､

経済的にも有利なプラント運営が可能になると考えら

れる｡ そのためには､ 地域で発生する家庭生ごみや食

品加工会社からの加工残滓などの有機性廃棄物の収集

システムの構築が必要であろう｡

以上の結果より､ 環境性を最も重視したBTHプラン

トから､ 地域の需要家へ一定量の水素エネルギー供給

が可能であることを明らかにした｡ ただし､ 本水素製

造システムの不利な点として､ メタン発酵プロセスの

処理速度が遅いことが挙げられる｡ 発酵原料の滞留時

間が長いほど､ それに応じて施設規模も大きいものに

ならざるをえない｡ 他方､ バイオマスから直接水素を

生産する技術として水素発酵が挙げられる｡ 水素発酵

は､ 嫌気性菌による酸発酵過程での水素生成を利用し

たもので､ その処理速度 (水素生成速度) はメタン発

酵に比して大きい19)｡ しかし､ 家畜ふん尿等の廃棄物

を水素発酵の原料として利用する場合､ その原料中に

は水素回収を阻害するメタン菌など多数の水素消費菌

が存在するため､ 水素発酵を優位に促進させるために

は技術的な困難を伴う20)｡ 現在､ 家畜ふん尿を発酵原

料とする水素発酵技術は､ 基礎的な研究が行われてい

る状況にある21)｡ バイオガスプラントは､ すでに酪農

地域に着実に普及されつつある実用的な技術であり､

家畜ふん尿処理という一定の役割を担っている｡ こう

した現状から､ メタン発酵から発生するバイオガスを

改質して水素を生産する本研究のシステムは､ 地域の

技術に根ざした実用的な方法であると期待できる｡

������

本研究は､ BTHプラントの運転及び水素エネルギー

利用における温室効果ガス排出量を最小とする最適な

プラント運転方法及び水素供給量を試算した｡ さらに

現実的な状況を想定すれば､ BTHプラントは､ 環境性

の効果を十分に発揮できる範囲内において､ 経済的に

最も有利な運用がなされることが必要と考えられる｡

その際の検討においても本研究で用いたBTHプラント

モデルの最適化手法は有効であると思われる｡ 今後は

BTHプラントの経済性について十分に検討した上で､

環境性とともに経済的条件を考慮した試算を行う必要

がある｡
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