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１．はじめに

　北海道では、広大な農地を利用した酪農が営まれて
いる。酪農で発生する家畜ふん尿は、適正に処理され
た後、肥料として農地に散布される。家畜ふん尿を処
理する方法の一つに、メタン発酵がある。これは、嫌
気発酵とも呼ばれ、空気を遮断した発酵槽に家畜ふん
尿を入れて、一定温度に保持する方法である。発酵温
度は、中温発酵と呼ばれる37℃程度と、高温発酵と呼
ばれる55℃程度に大別することができる。発酵後の液
体は消化液と呼ばれ、肥料として利用する。一方、メ
タン発酵時に生じるバイオガスには、メタンが約60%
含まれているため、コジェネレーションシステムやガ
スボイラーで燃焼させて、エネルギーとして利用する。
コジェネレーションシステム（本文では、CHPと略記）
とは、電気と熱を発生させる装置である。なお、発酵
槽や CHP、消化液の貯留槽などで構成されるプラン
トを、バイオガスプラントという。
　ところで日本では、2012年７月から再生可能エネル
ギーによる発電電力の固定価格買取制度、いわゆる
FIT 制度が開始された。これにより、太陽光や風力、
バイオマスなどによる発電電力を一定の期間、一定の
価格で売電できるようになった。バイオガスはこのよ
うな再生可能エネルギーの一つである。バイオガスか
ら得られる電力および熱は、プラント内で利用すると
ともに、余剰分はプラント外で利用可能である。それ
ゆえ、バイオガスプラントでのエネルギー利用の効率
化を図ることは、プラント外部へ供給可能な電力ある
いは熱エネルギーを増加させることにつながる。
　バイオガスプラントの運転では、プラント内での家
畜ふん尿の移送に必要なポンプを動かすために電力が
必要であり、また、家畜ふん尿を加温するために熱が
必要である。これらの電力および熱は、バイオガスを
燃焼して得たものを使用する。また、その必要量は時々
刻々と変化する。たとえば、ポンプのON/OFF によ
って必要電力が変化する。また、外気温が上下するこ
とで発酵槽などからの放熱量も変わるため、加温に必
要な熱量が変化する。必要熱量の変化に伴い、CHP

のみでは熱供給が不足する時間帯にはガスボイラーが
稼働する。この時、バイオガスは CHPとガスボイラ
ーの両方で消費され、ガス貯留施設のガス残量は大き
く減少する。もし、ガス貯留施設の容量が小さく、ガ
ス残量がなくなってしまうと、CHP だけではなくガ
スボイラーも停止してしまう。ガス貯留量が復元する
までの間は、重油ボイラーなどの外部からのエネルギ
ー供給に頼らざるを得なくなる。したがって、プラン
トが安定して稼働するためには、機器類の規模、容量
の設定が必要である。
　バイオガスプラントのエネルギー収支を検討する際
に、外気温として月単位の平均気温を用いた計算を行
うことがある。この計算では、上述のようなプラント
内における各装置の運転状況の経時的変化や、それに
伴い相互に関連する機器類の動きを考慮できない。こ
の問題を解決するため、筆者らは「バイオガスプラン
ト運転シミュレーションプログラム」を開発した。ま
た、これまでにこのプログラムを用いて、既設プラン
トの運転の改善方法を提案した。
　筆者は、FIT制度が創設されたことを受けて、この
プログラムの活用場面が増えると期待している。この
プログラムは、既に稼働中のプラントの運転効率化に
対してだけではなく、これから建設するプラントの計
画、設計にも役立つ。たとえば、新たに建設するプラ
ントの稼働を安定させるためには、どのような機器の
規模・容量が重要なのか、といったヒントが得られる。
　この技術資料は、プログラムの今後の活用を期待し
て、シミュレーションの概要を紹介するものである。
プログラムは無償で利用可能であるから、関心のある
読者は問い合わせをいただきたい。

２．バイオガスプラントにおけるエネルギー収支

２．１　バイオガスのエネルギー利用方法

　図－１にバイオガスプラントでのエネルギー利用例
（電力および熱利用）を示す。たとえば、バイオガスを
CHPの燃料とした場合には、電力と熱を得ることがで
きる。電力はプラント内の機器の運転に利用し、熱は
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発酵槽等を温めるために利用する。余剰の電力は売電
することができる。CHP のみでは熱が不足する場合
には、ガスボイラーでバイオガスを燃焼して熱を供給
する。また、電力が不足する場合は外部から購入する。

２．２　エネルギー収支の非定常性とシミュレーショ

　　　　ンの必要性

２．２．１　熱収支の非定常性

　前述のとおり、バイオガスプラントでは原料を嫌気
発酵させるために、発酵槽を加温する必要がある。ま
た、複数の農家で一つのバイオガスプラントを使用す
る共同利用型プラントの場合では、病原菌を死滅させ
るための殺菌槽を有しており、消化液を所定の温度に
加温する必要がある。
　これらの加温に必要な熱量は、外気温に左右される。
図－２に外気温と放熱の概念を示す。外気温が高くな
る夏では、発酵槽などからの放熱量が少なくなる。逆
に、外気温が低くなる冬は、放熱量が多くなる。図－３

および図－４に、稼働中のバイオガスプラントにおい
て測定した加温熱量を示す１）。図－３の横軸は発酵温
度と日平均気温の差であり、図－４の横軸は殺菌温度
と日平均気温の差である。横軸の値が大きくなるにつ
れ、すなわち、気温が低くなるにつれて加温熱量が多
くなることがわかる。
　これらの図から求めた関数を用いることで、実測し
たプラントでの気温の変化に伴う必要熱量を算出する
ことができる。さらに、これらの図を用いれば、日平
均気温を時々刻々の気温とすることで、加温熱量も毎
時あるいは毎分の値とした関係式を得ることができ
る。たとえば、横軸を「発酵温度－ある時刻の気温」
と読みかえて、この直線で熱量（MJ/d）を読み取り、
それを24あるいは1440で割ると、その時刻における熱
量をそれぞれMJ/h、MJ/min で算出できる。なお、
計画中のプラントにおいては実測データを得られない
ため、設計値を用いて同様の関数を導く必要がある。
　気温は季節によっても変化するが、昼夜でも変化す
る。すなわち、プラントで必要な熱量は１日の中でも
変動しており、これに応じて CHPおよびガスボイラ
ーで熱を供給する必要が生じる。たとえば、月平均気
温や日平均気温を用いて熱消費量を計算し、それに基
づいてプラントのエネルギー収支や構成機器の計画、
設計を行うと、昼夜のガス消費速度の差が考慮されな
い。その結果、月平均気温や日平均気温よりも低温の
時間帯に、ガスホルダーの容量不足による CHPの連
続運転阻害などが生じる可能性がある。

図－１　バイオガス利用方法（電力および熱利用）

図－２　気温と消費熱量について

図－３　発酵温度－日平均気温と発酵槽加温熱量の関係

図－４　殺菌温度－日平均気温と発酵槽加温熱量の関係
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図－５　平日の電力消費の変化

図－６　シミュレーションに必要な定数の設定シート

画面　　　　　　　　　　　　　　

表－１　設定項目ごとの入力形式

２．２．２　電力収支の非定常性

　バイオガスプラントでは、原料の移送や温水循環を
行うポンプ、原料を混ぜるための攪拌機など、電力消
費機器が多く稼働している。これらの機器は、設定し
た時間間隔で稼働したり、レベルセンサーなどが感知
した信号をもとに稼働したりする。図－５に稼働中の
バイオガスプラントで計測した平日の電力消費の変化
を示す２）。このプラントは、敷料を含んだ家畜ふん尿
を固液分離し、液分をメタン発酵の原料としている。
また、固形分は堆肥化している。この図のように、こ
れらの作業を行う機器の稼働の有無により、消費電力
は大きく変動する。CHP による発電電力をプラント
の運転に利用する場合、多くの機器が稼働している時
間帯には、発電電力の多くをプラント内で消費するこ
とになり、外部へ売電できる電力は少なくなる。
２．２．３　シミュレーションプログラムの必要性

　上述のとおり、バイオガスプラントの運転状況は外
的要因（気温）や内的要因（機器の稼働条件の設定）によ
り変化し、その結果は継続している各機器の運転に影
響をおよぼす。すなわち、バイオガスプラントの運転
状況は非定常であるため、各機器の起動・停止の時間
間隔を考慮できるような時間刻みで、プラントの運転
をシミュレーションする必要がある。

３．シミュレーションプログラムの詳細

３．１　シミュレーションに必要な定数の設定

　図－６にシミュレーションに必要な定数の設定シー
ト画面を、表－１に設定項目ごとの入力形式を示す。
ここでは、任意の実数を直接入力する項目と、既に設
定された値を選択する項目がある。例えば「初期ガス
貯留量」の項には、シミュレーション開始時のガスホ
ルダー内に貯留されているバイオガスの量を入力す
る。「初期ガス使用制御状態」の項では、シミュレー
ション開始時からガスホルダー内に貯留されているガ
スを使用し始めるのか、それとも、ガスホルダーの容
量が満たされるまでガスを貯留してから使用し始める
のかを選択する。「放熱フィン」とは、CHPから発生
する熱をプラント内で利用しきれない場合に、余剰熱
を大気中に放熱するための設備である。「シミュレー
ション開始日」は、後述する「気温設定シート」に入
力した日付から選択することができる。
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３．２　機器の稼働条件の設定

　図－７に稼働条件の設定シート画面を示す。ここで
は、プラント内で決められた時刻に起動・停止するポ
ンプや攪拌機などの消費電力を入力するとともに、稼
働する時間帯を１分刻みで設定する。稼働する時間帯
は、月曜日から金曜日までの平日と、土・日曜日の休
日に分けて設定することができる。

３．３　気温の設定

　図－８に気温の設定シート画面を示す。ここでは、
行方向に日付を、列方向に時刻をとり、１時間ごとの
気温データを入力する。気象庁のアメダスデータなど
を利用するとよい。また、気温データは原則として
２年分を入力する。これは、シミュレーション開始日
を年の途中に設定した場合、その設定日以降の１年分
の気温データを利用するためである。なお、シミュレ
ーション開始日を常に１月１日とする場合には、１年
分の気温データの入力のみでよい。

３．４　プログラムソースに直接入力する項目

　このプログラムでは２．２．１で述べたように、発
酵温度と気温の差、または殺菌温度と気温の差からプ
ラントでの必要熱量を算出している。そのため、図－

３および図－４で示したようなデータから関係式を求
め、その式をプログラム中に入力する必要がある。

３．５　設計中のプラントおよび既設プラントの検討

　　　　に必要な入力値

　設計中のプラントに対するシミュレーションでは、
すべての入力値を設計諸元から算出する。たとえば
CHP やガスボイラーのエネルギー効率やバイオガス
消費量は、カタログデータを用いる。また、発酵槽や
殺菌槽での必要熱量は、表面積や断熱効率から算出す
る。これらの値をプログラムに与えてシミュレーショ
ンする。
　一方、既設プラントについては、現実に即した計算
結果を得るために、実測値を入力するのが望ましい。
実際にプラントを運転すると、CHP やガスボイラー
のエネルギー効率はカタログデータより低いことが多
い。また、発酵槽や殺菌槽での必要熱量も運転時の実
測値から算出した値をプログラムに入力すべきであ
る。さらに、ポンプなどの消費電力は負荷によって変
化するため、実測値を入力すべきである。

４．シミュレーションの具体例

　実際のシミュレーションでは、目的に応じてプログ
ラムを書き換えて使用する。ここでは、シミュレーシ
ョンプログラムを用いた計算例を一つ示す。この事例
では、積雪寒冷地で乳牛200頭分の家畜ふん尿スラリ
ーを処理する場合を想定し、発電機の有無および発電
容量の違いがプラントのエネルギー収支や運転経費に
与える影響を検討した３）。シミュレーションを行った
のは、①発電機なし、②定格出力25kWの発電機を有
し売電しない場合、③定格出力25kWの発電機を有し
売電する場合、④定格出力9.9kWの発電機を有し売電
する場合、の４ケースである。図－９にシミュレーシ
ョンモデルの概要を示す。このシミュレーションでは、
発電機を系統連系し、売電した場合の電力収支を計算
できるようにプログラムを書き換えている。図－10に

図－７　稼働条件の設定シート画面

図－８　気温の設定シート画面
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ケース②のシミュレーション結果の一部をグラフ化し
た例を示す。時系列のシミュレーション結果が出力さ
れるため、バイオガスプラントの動的なエネルギー収
支を明らかにすることができる。この例では３月７日
深夜にバイオガス貯留量が設定値まで低下したため、
バイオガスが一時利用できなくなり、重油ボイラーで
熱を供給する結果となった。２．２でプラント運転の
非定常性とシミュレーションの必要性について述べ
た。このことを例示するため、仮に３月の気温を月平
均値としてプログラムに入力してシミュレーションし
てみる。図－11にその結果を示す。入力した気温が一
定のため、プラントで必要な熱量も一定となり、バイ
オガス貯留量も変化していない。大きな違いは、重油
ボイラーが稼働していない点である。このように、気
温の変化を考慮した時系列でのシミュレーションを行
うことで、実際のプラントの運転を想定した結果を得
ることができ、各種機器のON/OFF 頻度や性能、容
量の過不足を議論することが可能となる。

５．シミュレーションプログラムの使用環境

　このプログラムは Excel®2002を用いて作成し、
Excel®2007および Excel®2010での稼働を確認済みで
ある。エネルギー収支の検討対象施設に合った設定に
するためには、VBA（Visual Basic® for Applications）
エディターを用い、ソースを書き換える必要がある。
計算時にはメモリーを多く使用するため、単独で実行
させることをお勧めする。このプログラムは無料で使
用することができ、また、オリジナルソースを改変し
て使用することができる。なお、プログラムは著作物
登録されており（登録番号 P第8806号 -1）、このプロ
グラムを使用した計算結果を公表する場合には、「バ
イオガスプラント運転シミュレーションプログラム」
を使用した旨を明記していただきたい。

６．おわりに

　バイオガスは再生可能エネルギーの一つであり、家
畜ふん尿処理施設であるバイオガスプラントにおける
エネルギー利用が注目されている。「バイオガスプラ
ント運転シミュレーションプログラム」は、既設プラ
ントの運転方法の改良に向けた検討および新設プラン
トの計画、設計時における熱収支検討などに利用でき
る。このプログラムは無料で使用することができ、多
くの技術者に利用されることを期待している。利用希

望者は寒地技術推進室まで連絡をいただきたい。
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