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1.  はじめに 
 

2002 年 12 月にバイオマス・ニッポン総合戦略が閣

議決定され，2005 年 2 月には温室効果ガスの排出削減

義務を定めた京都議定書の発効，そして 2008 年 7 月に

は地球温暖化問題を主要議題とした G8 の北海道洞爺

湖サミットが開催されるなど，温暖化を中心とした環

境問題が日本のみならず国際的関心事となっている。 
温室効果ガスの排出削減目標の達成と共に，資源消

費国である我が国にとって石油に代わるエネルギーの

確保の上でもバイオマスの利活用技術の開発は重要な

課題である。バイオマス・ニッポン総合戦略によって

地球温暖化防止，循環型社会の形成，農林漁業，農産

漁村の活性化，競争力ある我が国の戦略的産業の育成

のために様々な取り組みがなされており，バイオマス

の利活用が促進されてきた1) 2)。 
そこで注目されているのがバイオマスの果たす役割

である。森林を始めとする植物は二酸化炭素を吸収し

て酸素を発生する。また，多くのバイオマスがエネル

ギーの原料としてその活用に関する研究が進められて

おり，一部では既に実用化されている。一方，トウモ

ロコシを中心とした食用バイオマスをエネルギー原料

として利用することで食糧価格の高騰などの新たな社

会問題も浮上している。今後は，これまで廃棄物とし

て焼却処分されてきた生ごみ等のバイオマス資源を対

象としたエネルギー変換技術が注目されていくことと

思われる。 
現在国内で発生している食品由来の廃棄物は年間

2,200 万トンと推定されており，それらのわずか 2 割が

再利用されているものの大部分が焼却処分されている。

しかしながら，一般的に廃棄物由来のバイオマスにつ

いてはエネルギー源としての認知度が低く，収集が困

難であり，また効率の高いエネルギー獲得技術の開発

が不十分であることなどの理由から，メタン発酵を始

めとしたバイオマス利活用施設の普及が遅れているの

が現状である3) 4)。 
そのような状況のもと，我々はよりエネルギー収率

の高いバイオマス活用システムとして，無加水メタン

発酵システムを開発し，実証試験の実施に至ったので，

本報において報告する。 
 

2.  無加水メタン発酵法 
 
2.1  無加水メタン発酵における課題 
 無加水メタン発酵では，従来の家畜糞尿等の高含水

率原料や生ゴミ等を加水によって含水率を高めた原料

を用いる湿式法とは異なり，処理規模の大幅な低減や

発酵済残渣の発生量抑制に繋がるなどの利点がある反

面，メタン発酵微生物群と原料との接触効率の低下，

アンモニアによるメタン生成阻害等の問題が生じる。 
 アンモニアが，メタン発酵槽内に高濃度に蓄積する

とメタン生成菌の生育を阻害し，4,000ppm以上になる

とその傾向が顕著になることが報告されている5)。この

アンモニアは有機性廃棄物原料に含まれるタンパク質

の分解産物であるアミノ酸が微生物によって有機酸へ

分解される際に生じる副産物である6)。とくに肉，魚は

タンパク質含有量が高いことから，これらを含む食品

残渣や食品加工廃棄物を原料とするメタン発酵ではア

ンモニア阻害は避けられない問題である。 
＊１ 技術センター土木技術研究所水域・生物環境研究室 
＊２ 大成サービス（株） テクノセンター 
＊３ エコロジー本部 業務推進グループ 

 アンモニア生成阻害を回避する方法としては，加水＊４ 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
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による希釈で原料中の窒素含有量を低減させる従来の

湿式法7)，古紙や木質の添加によりC/N調整を行う方法
8)，加熱やpH調整によってアンモニアのガス化除去を

行う前処理方法9) 10)などがある。ここで重要なポイント

は，メタン発酵槽内の多種多様な微生物によって‘タ

ンパク質→アミノ酸→有機酸+アンモニア’の反応は定

常的に行われるところにある。そのため，前処理によ

ってより多くの窒素源を除去することが重要である。 
2.2  アンモニア発酵 
 前述の課題について我々は，物理・化学的なアンモ

ニア除去の前に高濃度タンパク質を含む原料から微生

物の働きによってアンモニア生成を促進（アンモニア

発酵）させる方法の検討を行った。この生物的アンモ

ニア生成と物理・化学的アンモニア除去をメタン発酵

の前処理法として導入する事により，高効率なアンモ

ニア除去を可能とし，その結果，低窒素負荷のもとで

メタン発酵を良好に進行させる技術開発を目指した。 

培養器： 10 L縦型培養器　　内容量 5 L

保温温度： 35℃

撹拌： スパイラル型撹拌機　（12.5 rpm、間欠撹拌）

気相： 嫌気　（培養前に窒素置換）

COD容積負荷： 13～17日　：　11.6 CODcr-kg/m
3
・day

18～35日　：　13.2 CODcr-kg/m
3
・day

表－1 アンモニア発酵リアクター運転条件 
Table 1 The operation condition of the ammonia 

fermentation reactor 
 アンモニア発酵連続試験は，独自に選抜したタンパ

ク質分解・アンモニア生成菌群を種菌として図－1 に

示したリアクターを用いて，当社技術センター食堂生

ゴミを 1 日 1 回投入して行った。リアクター運転条件

を表－1 に，本試験におけるT-N，NH4-N転換率の変化

を図－2 に示した。 
生ゴミの投入による主要成分の希釈の影響を受けて

T-N量は徐々に減少したが，T-Nに対するNH4-N生成量

の割合を示すNH4-N転換率は，発酵開始 50 日目まで

70%以上を維持しており，生ゴミからのアンモニア生

成が良好に進行したことが示唆された。50 日目以降 

NH4-N転換率が徐々に低下したが，同時に酢酸，プロ

ピオン酸が高濃度に蓄積した。16S rDNAクローン解析

結果より，高いNH4-N転換率を維持していた 35 日目は

我々が選抜した種菌の一種であるPeptostreptococcus属
の微生物が優占していることが明らかとなった。一方，

ア ン モ ニ ア 生 成 の 悪 化 が み ら れ た 67 日 目 は

Lactobacillus属等に近縁な微生物のみが検出された。本

結果より，生ごみを原料とした場合には，高濃度の有

機酸の蓄積によって酸性条件となった発酵槽で増殖可

能な乳酸菌群が優占化し，アンモニア生成に関与する

微生物群が衰退することが判明した。このため，高い

アンモニア転換率を維持するためには，アンモニア生

成菌群の増殖に適したpHを維持することが重要である

ことが分かった。 

図－2 アンモニア発酵試験における T-N と 
NH4-N転換率 

Fig.2 Time course of T-N and NH4-N conversion rate in the 
ammonium fermentation reactor 

2.3  無加水メタン発酵室内試験  
 2.2 によるアンモニア生成の後，pH のアルカリ化に

よるアンモニア除去の前処理を行った有機性廃棄物を

原料に用いて，無加水メタン発酵の連続実験を行った。 
 図－3 に実験に使用したメタン発酵装置を示す。発

酵槽の有効容積は 30L，発酵槽内は 36℃，パドル式撹

拌羽で 5rpm の緩速撹拌完全混合方式を採用した。種汚

泥は，北海道別海町の牛フンを対象とした湿式メタン

図－1 アンモニア発酵リアクター 
Fig.1 The ammonia fermentation reactor 
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発酵施設の発酵済汚泥を用いた。原料は技術センター

の食堂から排出された生ゴミをフードミキサーで粉砕

したものを 1 日 1 回投入した。なお本実験では，漁業

系廃棄物を含む生ゴミの窒素含有量 6,000～15,000mg-
N/kg-w.w.に対して，前処理でアンモニアを除去した窒

素含有量低減生ゴミ（3,000～5,400mg-N/kg-w.w.）を用

いた。 
図－4 に本実験におけるCOD容積負荷，バイオガス

発生量を示す。COD容積負荷は 2.7kg-CODcr/m3/dayか
らスタートして 大 11.5kg-CODcr/m3/dayを許容した。

コンベンショナルな中温湿式方式における許容負荷は

6kg-CODcr/m3/day程度であることから，窒素含有量低

減生ゴミを原料とした無加水方式では，約 2 倍の処理

性能が認められた。また，バイオガス発生量は平均

180L-gas/kg-湿重原料，メタンガス発生量は平均 108L-
gas/kg-湿重原料となり，メタン発生量についても優れ

ていることが確認された。なお，アンモニア濃度は 48
日目に 3,820mg-NH4-N/kg-w.w.で 高となったが，その

後は 3,500 mg-NH4-N/kg-w.w.前後で安定し，有機酸の蓄

積もほとんど見られなかった。 
 このように有機性廃棄物原料の窒素含有量を低減す

ることによって，無加水メタン発酵の処理性能の向上

と安定化が可能となることが確認された。 

図－3 無加水メタン発酵連続試験装置 
Fig.3 The non-dilution methane fermentation reactor  

 

3.  無加水メタン発酵実証試験 
 
 前章で述べたアンモニア生成・除去の前処理技術を

組み込んだ無加水メタン発酵システムが 2007 年度，独

立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）「地域バイオマス熱利用フィールドテスト事

業」に採択され，「高タンパク質含有漁業系廃棄物等を

対象とした無加水メタン発酵システムの実証試験事

業」として，現在釜石市で実証試験を行っている。 
 実証プラントは釜石市の協力を得て，釜石清掃工場

内に設置している。基本仕様は漁業系廃棄物及び事業

系生ゴミを対象として 1 日処理量 500kg，バイオガス

発生量 100Nm3/日である。図－5 に実証プラントの全景，

図－6 にメタン発酵に関わる原料の収集から生成ガス

利用までのシステムフローを示した。システムの主要

設備は，破砕機，アンモニア生成槽，脱アンモニア槽，

メタン発酵槽，脱硫塔，ガスホルダー，発電機で構成

され，プラントは 2008 年 4 月に完成し，5 月中旬より

原料を受け入れ，運転を開始している。2 ヶ月経過し

た現在，原料投入量 400kg/日に対して 80Nm3/日のバイ

オガスが発生しており，馴養期間としては順調に，か

つ早期に立ち上がっている。今後は，この無加水メタ

ン発酵システムを実用化するために様々な視点で更な

る検証を実施していく予定である。 
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図－5 無加水メタン実証試験プラント 
Fig.5 Test plant of non-dilution methane fermentation system

 

4.  おわりに 
 

カーボンニュートラルという特性から地球温暖化防

止及び循環型社会形成に向けて，バイオマスは非常に
図－4 COD 容積負荷とバイオガス発生量 

Fig.4 Time course of COD loading rate and biogas production rate 
in the non-dilution methane fermentation reactor 
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重要な資源である。また平成 19 年 6 月の食品リサイク

ル法の改正に伴い食品小売業及び外食産業にとって，

食品廃棄物の再生利用が義務となり，今後ますますバ

イオマスの資源化技術への期待が高まると思われる。

食料自給率 40%を割った我が国で発生する食品由来の

廃棄物の内，現在焼却処分されている 1,760 万トン/年
を我々が開発した無加水メタン発酵システムに適用し

た場合，原油換算量で年間約 100 万kL相当の石油代替

燃料を創出でき，かつ約 300 万トンのCO2発生量を抑

制することが試算される。 
将来のよりよい地球環境の維持のためには，生ごみ

等の廃棄物を資源として捉え，ごみの分別の更なる徹

底とバイオマス利活用施設の普及および得られたエネ

ルギーの有効活用に関する施策策定が急務である。 
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