
大成建設技術センター報 第38号(2005) 

 24-1

表-2 都市ゴミの内訳 3) 

Composition of Wastes Derived from Town Life 
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1. はじめに 

 
 平成１４年１２月２７日にバイオマス･ニッポン総合

戦略が閣議決定された。我が国もこれまでの大量生産、

大量消費の時代から、いよいよ資源循環時代への変遷を

迎える兆しが見えてきた。エネルギー資源が乏しく、食

料をはじめとした物資の大半を輸入に委ねている我が国

においては、資源循環立国を目指すことが地球環境保全

の見地からも今後の重要課題として感じ取られる。 
 国内で未利用なバイオマス資源は膨大な量存在するこ

とが明らかとなっている。しかしながら、 
(1) バイオマスの認知度が低いこと 
(2) 収集が困難であること 
(3) 効率の高い変換技術の開発が不十分であること 
(4) 事業の採算性に問題があること 
等により十分な活用がなされていない 1)。今後、バイオ

マス資源の有効利用を図るためには、さらなる技術開発

が要求される。その有効利用法のひとつにメタン発酵法

がある。本報では、このメタン発酵法の研究開発の現状

と課題について展望を概説する。 
 

2. バイオマス資源の賦存量 

 
 国内におけるバイオマス資源の種類と年間発生量に関

しては、バイオマス･ニッポン総合戦略のなかで公表さ

れており、そのうち固形有機性廃棄物についてまとめる

と表-1 のようである。すべてを総合すると、年間当た

り３億トン強という莫大な量のバイオマスが発生してい

ることになり、このうち１億６千万トンが何らかの形で

再利用されているものの、残りの１億３千万トン強が焼

却処分や埋立処分されているのが実状である。固形有機

性廃棄物の約半分が、実際に再利用されているとは云え、

そのほとんどが便宜上の対処法が執られており有効利用

されているとは云い難いのが現状である。 
一方、地域レベルでの資源循環という視点で都市ゴミ

の内訳について見てみると、湿重量ベースでは厨芥類、

紙類が圧倒的に多いことが分かる(表-2)。プラスチック

類も多いが、近年、各自治体レベルでゴミの分別回収が

徹底されてきているため、プラスチック類は再生利用が

可能である。そこで、都市ゴミとしては、厨芥類、紙類、

および木・竹・草類がバイオマス資源の対象となる。 
 

 

＊１ 技術センター土木技術研究所水域･生物環境研究室 
＊２ エンジニアリング本部ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｲﾝﾌﾗ施設グループ 
＊３ 札幌支店営業部 

固形性バイオマス資源の種類 賦存量　(トン) 利用率

農業由来
(もみ殻, 稲わら等)

約1,３00万
３割

(残りは農地還元)
畜産由来

(家畜排泄物等)
  約9,100万　 8割

食品由来
(事業系、家庭系)

約2,000万
1割

(残りは焼却･埋立)
林産由来

(廃材, 古紙等)
約４,１00万 ５割

水産由来
(加工残渣等)

約400万 未利用

バイオマス作物資源
(エネルギー作物, 工業原材料用作物)

約1,900万
(2020年想定値)

未利用

建設由来
(建廃材, 伐採材等)

約４８０万 ４割

下水汚泥由来
(浄化槽、農業集落排水、し尿)

約10,800万
6割

(残りは焼却・埋立)

(%)    
品     目 湿重量基準 容積基準

厨芥類 38.33 7.69
紙類 29.42 38.02
繊維類 2.40 2.00
プラスチック類 18.16 45.94
木･竹･草類 3.05 1.18
その他 8.64 5.17

計 100.00 100.00

表-1 国内におけるバイオマスの年間発生量 1), 2) 

An Annual Production of Biomass Resources in Japan
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これらに加えて食品加工工場や給食センター、スーパー

マーケット、ホテル等から発生する生ゴミや、コンビニ

弁当の売れ残り、さらには下水汚泥や浄化槽汚泥、地方

都市ではし尿もバイオマス資源に含まれるであろう。 
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品

リサイクル法)」や「家畜排泄物の管理の適正化及び利

用の促進に関する法律」、「循環型社会形成推進基本法」

が施行された今日、固形有機性廃棄物に対して新たな有

効利用法による資源循環型社会の形成が強く望まれてい

る。 
 

3. メタン発酵技術の現状 

 
 メタン発酵技術の歴史は長く、下水処理場から発生す

る余剰汚泥を対象とした嫌気性消化にはじまる。とは言

え、我が国における嫌気性消化の施設は２０００年度で

３００ヶ所存在するが、余剰汚泥処理としての普及率は

３４．５%と西欧諸国の７割程度である 4)。 
１９８０年代に入ってからは、それまで発酵に長時間

要するメタン発酵の短所を克服するため、主として欧州

で技術開発された UASB(Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket)法をはじめ、嫌気性流動床法や嫌気性固定床法

などの所謂、高速メタン発酵技術に脚光が浴びせられた
5)。これらの高速メタン発酵技術は、数千～数万 ppm の

高濃度有機性廃水に対して活性汚泥法と同等の数時間か

ら数日で処理可能 5)なため飛躍的に技術が普及した。主

には、ビール工場廃水をはじめとした各種食品加工工場

に適用され、国内での実績は UASB 法と嫌気性固定床

法が２０００年当時で１８０件以上というように、かな

りの普及を果たしてきた 6)。ただし、これらの高速メタ

ン発酵技術の短所は固形分(SS 分)が含まれた廃水には

適用できない点が挙げられる。 
高速メタン発酵の流れを引き継いで、現在のバイオガ

ス(メタン発酵)技術が存在している。家畜排泄物は、畜

舎で大量の洗浄水を用いてピットに貯めているため、含

水率は 95%程度に希釈されたものが回収されてバイオ

ガスの原料となっている。一方、生ゴミ等の固形有機性

廃棄物は、原料として回収されたものを水を加えてすり

つぶした後、水溶性成分のみをメタン発酵するという技

術が現在の主流であり、これらの固形有機性廃棄物を対

象としたメタン発酵技術を湿式法と称している。ちなみ

に原料段階で分別回収された固形残渣はコンポストにす

るケースが多い。しかしながら、固形原料に水を加える

ために処理量が多くなるだけでなく、メタン発酵を終え

た排水中にはまだ高濃度の BOD や窒素、燐ならびに色

素が含まれているため、これらを取り除かなければ下水

や河川へ放流することが出来ない。そのため、高度な二

次処理設備が必要となっている。このような背景から、

現在のバイオガス施設は、他の処理方法と比較して建設

費および維持費(電気代や二次処理に必要な薬品代等)と
もに高価になる傾向がある。ちなみに、欧州では非常に

シンプルなシステムで安定した処理性能を維持している

実機が数多く稼動している 7)  8)。 
バイオマス･ニッポン総合戦略が発足した現在、各省

庁はバイオマス資源の利活用を促すことを目的に、これ

らの技術開発や事業化に対して各種助成制度を公募型事

業として募集している。しかしながら、実状はメタン発

酵技術はさほど普及していない。その理由はさまざまで

あるが、以下の項目がバイオガス施設の普及のための技

術的課題と考えられる。 
(1) 建設費･維持管理費の低減 
(2) 受け入れ原料の種類の拡大→回収メタンの増産 
(3) 処理効率の向上と処理の安定化 
(4) 発酵済み液(発酵残渣)対策(脱二次処理設備) 
(5) 臭気対策、大気汚染対策 
 上記に加えて、バイオマス･ニッポン総合戦略では、

バイオマス有効利用のための技術開発に要求されている

内容として、地域における資源循環シナリオの提示や個

別技術の環境影響評価手法の確立も重要な課題として謳

われている 1)。 
 

4. 乾式メタン発酵法 

 
 前章で述べた湿式メタン発酵法の短所を克服する技術

として、近年注目されているのが乾式メタン発酵法であ

る。本法は、発生した固形有機性廃棄物を加水なしの状

態で直接メタン発酵を行うもので，欧州で提唱された技 
術である。固形有機性廃棄物は、図-1 に示すように含

水率によってその物性は変化する。とくに、粘性に関し

ては含水率が９０%以下になると急激に上昇する。また、

容積も大きく変化し、含水率９５%のものが同８５%に

変化すると約１／３の容積に減容することになる。この

ことは、メタン発酵施設全体のコンパクト化と低廉化に

結びつく。 
 

80%                85%               90%                 95%    80%                85%               90%                 95%    

図-1 含水率による物性変化の状況 

Changes of Waste Condition by Water Content 
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図-2 湿式法と乾式法の発酵条件の相違点 

Differences of Operation for Metane Fermentation
between Wet Method and Dry Method 

 しかしながら、技術的には湿式法と大きく異なってお

り(図-2)、とくに乾式法では発酵制御が困難になる。メ

タン発酵は、さまざまな微生物が連携して固形有機物か

ら最終的にメタンガスを生産する 10)。ここで、乾式法

では物質および微生物の移動･拡散が困難なため、局所

的な反応が進行して微生物間の連携がうまく機能しなく

なる可能性がある。そこで、低含水率の中での効率的な

発酵制御法の確立が乾式法の技術開発の大きな課題であ

る。 
このような背景のもと、我々は、まず実験室内で乾式

メタン発酵の基本特性を把握するために、既存のジャー

ファーメンターの改良から着手した(図-3)。本装置は、

バッチ方式で低含水率の発酵条件のもと、６連発酵槽の

発生ガス量とそのガス成分の組成と濃度をリアルタイム

に計測できる。本装置の開発により，原料別発酵特性や

含水率および撹拌による発酵性能への影響等の基本特性 
について理解することが可能となった。 
 そこで、次に連続発酵時の性能評価を行うための乾式

連続発酵試験装置を試作した(図-4)。ちなみに、表-3 に

代表されるように乾式メタン発酵の論文や紹介記事は幾

つか存在する 11) –16)が、連続処理に関するデータは現時

点に於いて見当たらない。従って、適正負荷条件をはじ

め、発酵の処理特性および安定性に関する知見は皆無で 

あるため、その実態は良く分からないのが現状である。

それ故、本分野に於いては、研究開発要素が多分にある

と云える。このような背景のもと、連続発酵試験装置の

設計と試作に当たっては、撹拌効率を重要視し固形原料

に対して発酵に関与する微生物群が均一な状態でメタン

発酵を行わせることに配慮した。その結果、図-4 の動

画で分かるように含水率６０%程度の状態においても均

一撹拌が出来、連続発酵特性の定量評価を可能にした。 
平成１６年度夢県土いわて戦略的研究推進事業に釜石 

 

方　　　式
固形物濃度
運 転 方 法
混 合 方 式 完全混合間欠混合
処 理 温 度 高　温 中　温 両　方 中・高温 中温 高　温 中　温 高　温 中　温 高　温 中　温

Herning Biomet Waasa S-Uhde BTA ANM Biocel Snamprogetti Valorga Dranco Funnel
シ ス テ ム Vegger Bellaria Paques Kompogas

Uppsala DSD-CTA

湿　　式 乾　　式
６　～　１０% ２５　～　４０%　
連　　続　　式 回　分　式 連　　続　　式

完　全　混　合 押　出　流　れ 押　出　流　れ

表-3 欧州におけるバイオガスプラントの技術分類 9) 

Classification of Bio-Gas Plant in Europe 

図-3 乾式用に改良した６連式ジャーファーメンター 

6 Series Jar-Fermenter for Batch Experiment of Dry
Methane Fermentation 

図-4 乾式連続発酵装置の撹拌効果 

Mixing Effect of Continuous Dry Methane Fermenter 
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市、(株)海洋バイオテクノロジー研究所、および当社技

術センターの共同研究として申請した「地域密着型バイ

オエネルギー生産技術の開発」が採択され、現在、本装

置を用いて釜石市内で連続発酵実験を行っている。本連

続発酵装置によって生産されるバイオガスの発生状況を

動画で示す(図-5)。また、別途、消費エネルギーが小さ

く実用機をイメージした乾式連続発酵槽も独自に開発・

試作した。今後は、これらの連続運転データを取得して

乾式メタン発酵の実用化に近づけていく予定である。 

 

5. 今後の課題 

 
 従来の湿式法は技術的に確立されたものであるが、大

量の水を含むため施設の大型化やコスト高に結びついて

いる。しかも、それだけではなく水希釈という操作によ

って有機物や窒素、燐といった栄養塩類を環境中に撒き

散らしていることになり、最終的には河川や湖沼、海洋

といった公共水域の汚染を促進することに繋がる。本来、

廃棄物処理をはじめ有害物質や汚染物質の処理の基本理

念は、広く薄く分布したものをいかに濃縮して効率的に

行うかにある。この基本理念からすると、固形廃棄物は

極力発生した状態のまま回収して、加水なしで直接処理

する形が望ましいと思われる。利便性や快適性の追求の

結果、水洗トイレしかり、ディスポーザーしかり、現在

の私たちの身の回りの生活でも大量の水を用いて固形有

機性廃棄物を希釈・分散している。これは、多くの水資

源とエネルギーを消費して広域水質の悪化を誘引する原

因でもあると考えられる。水不足問題、公共水域汚染問

題と併せて、今回のバイオマス･ニッポン総合戦略に取

り組んでいく姿勢が必要と思われる。 
 

6. おわりに 

 
豊かな自然を後世に残すためには、現在の我々の生活

環境を今一度見直し、適正な方法をもって環境負荷低減

を達成し得る資源循環型社会へ構造改革していくことが

必要であろう。 
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