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せ藷芸：｛立のメタン発僻？

2報大型l発酵槽をJllし、た発酵

当ill針作Z:・＊.大久保勉帥．石11;U"Hパペ与)}I）梢初級ホ

ネ＊ ＇た
Seizen Toy AMA , 'l、sutomu 0111<uBo, Masanobu I日HIHARi\ ＇~ 
and Kazuo YoNAHI¥不： Methane fermentation of sweet 

potato 日talks and leaves (II) Pilot-scale methane f。rmen時

tation 

Summary 

Methane fermentation of dried 日t乱lks 泣nc! leaves of日weetpotato 

W社s carried out at 3TC, pH 7.5 in a pilot 日cal日 fermentor(0.6 ni') 

containing- the sludge which was previously accjjmatf'd to the s日me

日ubstrate,and following results wern obtained. The tot.al gas evolved 

from 〔lriedstalks and leaves in 10 day日 fermentation was 290 L per 

kg of the日ubstratc with a methane r札tioof 70 % . About 80 %。fthe 

total volume of日投日日volved in 6 days. Acetic and propionic acids 

acumulated in the mash afteJ・ il clay日 offermentation and decreased 

g1adu日Jly during the f日rlγientationproce日日． Wh日n fermentation was 

C臼rriedout by the addition of dried 日talksand le抗vesat 5…day inlノ日r-

V日ls,the total gas evolved wa日：130 L per kg of the substrate with 

乱 111日thane ratio of G9. 5 %. Soaking of日talks and leaves in water 

caused 九 deere a日e in total gas yield. 
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;1111：，作物を栽然して~t)Iむされる有機物を完全利用するための方式として，多治iζ ｛i\lj生する Ji.財投残治

Clllifll.；燦然セノレし1…ス物質等）与をメタン発両手のJJ；［料とじご手tJJlするための研究が持｛：進されつつある「古）

熱＇H｝あるいは派：制台地域で有機物生成jぢ誌が多い！こUHの完全手i]JTIを！なjみための手段として，線級（ヂ）；及び

築業号をそれぞれアルコール発静及びメタング告白干の｝！；｛料としてやJJIJし，発作手残泌を作物栽培の肥料として

利用するための方式のfil!L1'.I:が旬まれている。

t J1Jliii'?.!iti~4彼jそ！以料とするメタン発妙に関する研究 cm 2報）

ぽll字結 成火j見学宇w 30 : 177～｝削（1983))

キJJ.UsR大学j虫学制512.!i'；ィヒマ：，f+
祢ネ［Jljf'行総合開発（株）

琉球大学J~＇.＂／ f,j)'.'f：術報公 31 : 29～34 (1984) 
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:;fj 31 ＼サ（］981 ) 

1ili ’f~ 7,8）では， i1·;m&.t必を以来iとして小明メタン発~￥－＇併協会j甘いた発fi与与を行fよい，乾燥処fl!！した名泌
がメタン発併の良好t.~!Jfi'H と絞りねることをi切らかにした。水平日でlま，大よ開発静f\\li ( 0.6 nl＇容）を Hlc、

て乾燥処JIHした IJ法迄必会以Nとしたメタン発的安行ない，プ告詩宇治践におけるガス発生紙巡，発，，：プi‘ス

Gt及び発~！ミガスのお11戊；：~； 1ζ ついて淵べたあ＇i~会報公寸 .:s 0 

琉球大学問中｛俗学術ffHi;i

1
Z
A
 

(1) 甘穏婆繋と慈繁の処理：メタン発併にjjl；した築業は，れ，，総U,Lt'c主体.j；後び本学技’＇Ji:f\i)lif.fhr~J~~J坊で総

収i主れ式：収機l時り）ll'.IN C筑波:361'5'）から録取したものであ .:So ゴよi(~O）成分lどはく分 84.2 96 ， 全事l，~19.896 ］）え

び匂ルCJ…ス 20.196であった。当~＊：の

！災ぷ及び祭主伝合!itはそれぞれ11.9lえび

ii. 7あで， C/N計二tJ9. 6である。メ

タン発併には，採取ilな後のぷ＊~タナ

カ式自己j料用粉砕機（M ぉ！lj~〕で干n除した

のら火LII；叫没後行ない，さらに粉j作機

で微粉Ii）／＇した奈良2を！日いた。生1さ1たか
らの佼燥2ぷ段：（！）j1-ijl以＊＇土 1396であっ／：＿o

(2) メタン発酵機：~験iζ使m した

ずさ静＋・，Iiiは，松F官官詩必me株）＇ill化研究

所ご ~l,):,jj· ，製作されたもので，内容frt

0. 61rfO)--Jr'i式発的机である（Fig・1）。

発話予付＇｛f}jのねHl'.I土カ…トリッダヒーター

と fl制~＼ffiilこより制御され，撹1＇ドは 2 J交

ヒ。ソチドパドノレ型jJ:(ffl認在ヅj'(:fr;t：；：＼；シャ

ヌトを！日いてモーターにより，，ヨ転（430

rpm）して波紋またはIm欠l't'.Hこ行われ

.:s 0 発ittfス rj1 の硫化ノ·］＜~；は，力、スそカ…トリッジ人り粉；：k{;f;·t1I：伐仔1i1:iffi泌さぽて!l見｛泌されみ。発LI＂. 力、

スの！む＇ii]JIこは，ノl<Ntllli設の浮品i{J¥;;Jfスホノレター (l5uf)をIllL、た。

(3）メタン発隣府務スラッジとその慰ll?fil':~I\スラッジは必ト：·，[iT,iii1ff ＊（株r;u化研究所で泌！強され，メ

タン11：二日比j主l立が，・，＇：jく［fli.j後糸約：のあるi:f1泌メタンiお（メタノハクテワウム・カドメンシス ST23）とi校生

成協会袋持1＇（，期IIi揺されたもωである。 ti'説；京成仏）メタン発防llJスラッジとして｛y_;Jljするために，＿Uc来日

スラ y ジ200£ (p!-17. 5）そ発防相lζ採り， 守；~A-~ Ji、スにより ii"U換したのお t；吃傑笠宮（~ C 1. Okg）の7J<i:>I:

li'l液20tをj虫lcl30EI問加え， 37°Cで！日i欠｛ドjiζ悦1·~ して思1111"を行ったの思l十11i'i:j1' ?i~主総 J;j［として！ぷぷ及びグ

ノレタミン機ナトザウム（必0.02形）を加えたの予言両手には，ガ、スブ在中が仁1111-ーした期111をスラッジ（ 0. 6 nl', 

pH 7. 5）をIlle、た。スラッジi後を巡心分母ff(10,000rpm, 10分）してf怒られる沈澱（スラッジ11りは線

引で10タぷである。

(4）メタン発酵と発生ガス鐙：発燃は，乾燥i粉砕したII析装集（ 1～3 kg) tu]< (lO～20 £）を加え

て~－1引政的したものそ勾113~ スラッジ Co. 6 nO 1ζ加え，初予Epl…17 .!) , 37"Cで5～lOUll:Jtl'H半して行っ

たの発作h伎の悦伴は30分llil, 1 El 6111！行った。先生力、スの終i誌はfi'H';Ufスメーターを読み取り，令発lj:_

力、ス1tl:( t)及び発解 lFl ~jたりの先生ガス lit ( £/dav）で示したの

(5) 発生ガス，有機器費及び金総の分析：発生ガスの分析は， i)ij干f{nIζ当I＼じてi;:iil¥G C 1 C l＼~ガスク

口 γ トクラブィーを仰いで行った。発佐々、ス仁｜！のメタン合沿 l;t ，伝＇{i\fi ガス分析絞から:cm1 し，劣で＇；j~

し／こ。発防波i:11のJm発t'l:ti＞機駿は，発防波から！後性！とf.:i:・-7・ノレ羽Illれにより分別lしたのちガスクリ γ ト

feed inlet 
i 

(a) 

.l iVlelhano fermentation app社mt.us

(a）沿ethane formentor(0.6ni', working 
volume) 

(bi 反抗日 holder (15 in') 

とェ笠圭~·
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己存でさ三：Fj
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ノレ｛流隊法により!Efrl:L’ク

'1'!Ll1 ほか： It.lit裟：犯のメタン発的 (II)

グラフィ一会JIJいて｝i:：討し，時1g/eでぶした。発的液i110）~伝説1t1IUまフェノ

ノレコース mg／€でぶしたの

1. 乾燥£~震を用いた四分メタン発酵

0.6凶作発防例会mい， IJ.i/i必然を原料としたメタン発併におけるガス発生放び発防波rj1の抑発性行

機絞匁の成分変化をPJiJべるため

lと，不拡の＊校む＇iii:主で思ll'iをした

スラッジiζ乾燥tif£良粉砕物 3k骨

4・1111え， pll7.5,:weでIOEJllD

発防そりった。 Fig.2 （土，発~手

ii¥生f'1t1ζ；おける手自社二j;スlit,メタ

ン合計，発的ill主rj1の会話Ii{え， Hi

%t'J：有機i絞らlkえびpllの変化を

泌べたあり」誌である。発~￥： 1ζ ｛、I＇っ

てガス ＞）｛＇；L［ミがみられ，会発＇！：カ、

スlitは発的 ?Ell三｜までが｛線的lζ

WiJJUし， 101]l~Hζ （ ;l ブJ ス 'lf(';!J"Jま

りはj ,;::, 0 1 I. l判たりの先生が

スliHJ：発作手21:1日でf1lらおく，

3 ll I J以後次第lζ減少した。発

約il:主r:J:1の玉三割Iii誌はずを隊 II二i111ζ 

Ji，＇，：凶i{1i'Uζifし， 2仁11=!にはな川主

した。発防1Jl4/lf;とともにNWi主主主

びフ。口ビオン託金が発防波qqζ11:

！求訴~'i'l 25 れ， fil•itT機般の高1Mは

発的：311 IIでJulも；：＇；jく， HI日

以後減少し／こ。プυピオンj授は

発防8LI H！ζ， t'i'F程変はJOI二1llに

はず己イf::i,C消火した。発生ガスqi

0） メタン合f誌は，ず）機椴の~tr.成

否rri•1 とともに低下し，発再~ 11 FJ 

l~l以後有機般の減少：ζfl＇·＇、 1::1j く

はった。発作h伎のplliま，発桃山JUJ

/11]1J 1 7. 5～8.0安保1：，ほとんど

変化はみられはい。名＊ 3 kg/J; 

らのイf::)i在if'.カスJj＼（：上ヲ'tlitlOlllUJで 870.£ （議終 lkg~＇！／：こり 290 £），メタン：'2;i訟は7096であ
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Fig. 2 Methan忠 fementD ti on of dri日dst.alk日 ancl 

leave目。f日wcetpotato by bn tchwi日G method 

Fresh日talksand leaves were chopped to pieces, 

dried and ground to ii() me吋hfor the sub日trateof 

ferm日nt.alion.The sludg・e used w九spreviously ac 

cli1n乳ledto the削 mesubstrate. Methane forrnenレ
乱t.ionwas c札rri口dout al 3TC for 10 days in a fer叩

mentor containing・ 0.6n!' of the acclimated sludgB 

and 3.0 kg of the substrat日. 1、hepll of the maιh 

was adjusted to 7.5. The volume of gas evolved 

and pH were detcffmirwrl daily. The g抗日 composi-

!ion and volatile acids in the口1Ll日hwere an日lyzcd

using gas chn〕matography.

2. 乾燥茎奨を用いた半連続メタン発酵

！長：!'.fを原料とした問分発防で~tgi't される力、ス j誌の8096は発御 6 1111 ；］；てiζ発生することがわかったの

で （ Vig ・ 2 ），次lζゴ奈良後三＇＇·述絞（J＇~Iζ発11州1へJJ11えガス発生経過をm1ベた。ぷ然 J.Okg·.，.~·5 円勾は加え，

25UI日l発防を行ない会発生ガス｛札 iI l当りのガス先生以：及び、メタン-2;-t誌を経II！』l下JIζWiJべ1このがれg.3で
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Fig.;) Serniconlinuけu日 ηrnllrn1w form("nlation of dried 

stalk日乱nd lcnves of sweet potato 

Methane fermentation was carried out for 25 day日

by th目白ddition of 1. 0 kg of stalks and leave日札t5-duy 

interval日 Other concli lions 日rn the same 乱日 Fig・.2. 

ある。；，；； ti~i;f\)Jfl I l泊目

の発併では発生プj、ス!It

が少し、o j京総添加I({I: 

込7;.)lfil数のよ（切Iiiζ{'I'

いガス発生速度がdiiく

はり，発~tガスのメタ

ン合i誌もj泊加した。発

防波の PHlよ発的初JUJ

iζ変動がみられるが，

仕込みli•I数のW11J11 とと

もに…定とはり発的が

安定化してくる ζとそ

ぶしている。 i装mを午、

述統的iζ添加した発併

で発生するjfス11(（土乾

燥名集 lkq汽たり 330

P --e，発1-j;_したガス【-J:1

のメタン合IJU;J:G9.5 5ち

である。
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Fermentation, day 

Fig. '1 Cumulative gas volume evolved during the ferm白

entation of nnsoaked, soaked r日sidu日sand soaked ex trα 市

cl8りfsweet potato st.alks and leaves 

Dried自talks and leaves (3.0 kg) were soaked in 20 L 

of water a I. 25° C for JO day日. Soaked re日idues and 

ex tr‘acts w日re8ep2山 1ted,and日ubjected to fermentation. 

Other conditions are the same as Fig. 2. (a) unsoaked, 

(b) soaked r也sidues,(c) so且keelextracts 

3. 乾燥裟奨の浸淡と

ガス発生との関係

2；な；燥i政杭ちした決策が

メタン発防の原料とし

て手iJffJできることがわ

かったので， 1欠 i仁志•:!I'.主

令?klζ投泊して｛！｝られ

る打IJ/JI液と空主NiをJljい

て発静を行ないず在~t二ガ

ス滋を調べた。 Fig.1

i土， 万三立t1. 0 kg Iζ20{f'i・

1誌の水を）JIJえ， pJlG.O 

2fi°Cで？とJll¥］浸出した

のち防i液分離をf行ない

役泊残di とれ1111：液そ）！~

'ci:Jとした発隣iζおける

JIス先生総jfilJである。

発的 JO日 nuでi浸淡残l~

及びJillllli設からの発生

ガス況は少く，カ！t設的

3;';;1廷からの発生ガス般

のそれぞれ44%及び13

%であっ？こ。

5 。
。
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出111ほか： tl"illi茶葉のメタン発母子 (11)

手雪 祭

L l話芸mをメタン発院予O))Jf[料として平11mするためには， 1主＇llJ:の＇＇＂－：笠 1誌を切断・破砕する必嬰があり，

｛伎俳裟mを11'H8!メタン発防 lζ 1！~するか，あるいは陀燥したのち発防lζ｛)t·§叩るかによって免許手条件及び発

lj:jj'ス況が烈なる。住宅禁与を日；f;f，ヰとした発託子て、もガ、スプ主役はみられるが， j主立ミの｛ずil¥fが起く，版科添加

（｛！：；会み） rm数の的）Jiiiζ｛、れ、発的i夜中への米分解｜加例却が多く絞り発御率が低！とするυ 小l＼~発rW:§:::mc注

射筒）をmいた発院においても生：t;取を倣砕，舵燥したのち， 3らに粉件処JlJ］し／こ卒業からの先生ガス

mが生活必より多いζ とがl~j らかiζ ＜＇.＇ ~1,;i;こ／， 8)

ゴ長3起を！！立料とした発解lζおける －）Jスヲ1311:=,絞滋及び発！J: プJス JI問、は， Uti:r~スラッジ：M とその怒ii認のf'ilJJ't

及び以料添加i放などの発的信条件によって災なる。大J開発的：of¥11iの！！！II後スラッジ（ 0, 6 rri') fζ乾燥芸必（ 3 

k由）そ添加してllJJ分発出与を行った結m，発降初期iζ芸能の加水分解反応が進行して免許手液［いでの紛のJ:¥¥1

かIIがみりれ，織の減少に伴ってl'1l発性有機般が生成議fJ1lされる。発博波lj1の有機費量l土庁ド献とプ口ビオン

般が主体で， n ゃ部隊及びギ殺が｛•Yiかiζ認められた。発階初＇JJVJOJ隊1j:,1j\(滋rw寺には， ！日当たりの発生

ガスmが肢も向く，多fltの炭綬プ＇fスが発~t し，発生ガス 1[1のメタン合滋は低い{[i＇（そぶした。 9UW，の進行

iζ伴って符1{話機が減少しメタン合m：がW:Jmサることは，有1幾般からのメタン生成反応がlll!'lfJ,'JIζ遊行して

いふことをノ；5~ している。小！＼り在両手符｛，~告m ＇、た発防では，有機君主任＇JiX:i者約II年 lこ発俄淡の pH低下がみら

れたが，大型発防で、のpH低下はほとんどみられはかった。

発託手it長rj1の有機般の減少；汝び発生＇）j、スfitからみた乾燥；妥1誌の発解JUJlffHまlOi:I！日1で，総ガス発投寸法の80

F副主発防6EllUJで発生サることが明らかになった。茶1認を 5I こ＝11u1ζ i,BJJI]する ~1~:iili絞発解任行った結果，

.Hf 必添力llli•J数の Jo;l/}JIJIζ伴ってプJ、ス発生法伎が1おくはり，発防jむJI日jが短縮容れる0 ？主治 kg~iiこりの総発生

ガス況は，発的，JQI]日誌の回分発併でl；上 290tであっj、：カヘ半辿続発両手そ行なうことにより 3301iζ治力II

した。茶茶会2ド:iili統的iと添加して発併を行って（ちガス発生はみられるが，ぷ然添加！｛誌の別力IHζ｛＇！旬、未分

解！日Jf·~物が多くなり，発11：ガス illiJSI徐々に低ドサる。従って，＇I~述続発彬を長期間災施するにさうたって

はスラッジ肢に応じた適正な添）Jill立与む設定する必裂があるの；裟認の添加1設会憎かIIする手段としての渓m
0)7J<t主治，すなわち予約発作与してf：；られる祭主5をmいた発併で、は所JU］の発生ガスi誌はねられなかった0

3；誕の校iM~治主主び校Wilkからのガス発伎は少く，発両手iζ沼たっては：裟禁令所定放の水あるいは討！日以料

とともにが1接発的梢へ添加するζとにより所JVJの発生プfスi誌が得られる。

11・法iixl去におけるIJ二会；東のl以fit(土， 11・’
れ-i'.，，以i鬼 UJ「） ill‘Htの50961ζ相ゴ1するO 従って，守「＇ JOOkg当たり50kgの生来誕が符られ，その全！設をメ

タン発併に｛Jt・9・ることにより 2,15rrfのガ‘スが発生し， 1.5 rrt＇のメタンガスが生成：おれる。ヂを版料とした

省エネルギM によるアノレコーノレ今川：方式を｛能力ーするための研究も災施仁わであり1～12）；裟楽及びγJレコーノレ

JhiW！！だilkのメタン発的ーで幻られるメタンガスをアルコールJj：，肢のための所嬰？μ，＼狐として利jlJすることが

できる。また，メタン発併後jζjおられる発話予？？泥1:-t.I・波紋消~＂，の！肥料として利JlJするための研究が行わ
れている｝2,13)

婆 約

大！＼~発防村＇i ( 0. 6 rri') 1~川い，舵燥したti'ii＆茶葉を以後スラッジlζ加えてpH7.fi, ;37。Cでメタン発

併を行／J. いガス発生経過，発生ガ、ス悦放び発生＇）j'ス rj1のメタン合：！it待。について；v.~べた。•：il:燥議終を lOEJ

HlJ メタン発再干してj{J られる総発生ガスーi副主主主張 kg~1t.こり 2宮Otで，そのso%r土発防6日間で発生した。

発~tガス rj10）メタンAl誌は7096であったc 発同庁：1 Iヨ l~l ILl¥H波及びブロどオン健全が発的被r[ifζ滋約したが

発併t!H日以後は減少したり一芸能を fiFl f忍， cj'：えJ.i続的iζ添加し／こ発務で発生するガス？誌は裟］！廷kg~'Jiこり

330 t で，メタン合：!Jtl土695ぢであった。主E築後7)<1ζ佼むせしたのち発併に供すると発~I＝.ガス散は減少したの
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本liJIヲ＼＇.＇を’）Jjもするに、＇1たりメタンスラ y ジをmi子下おった松 F'1U.:lfi1lt染（株） '•ll化研究所，免許字情。〉

j開示竹下fl~，なについて術Jj除手…iごさつ允大｜奴ill 、工大’＇.＇J':J11!っ！：；jji1J1本Jl：＼＇：彦教授及び ｝.JI：進教授lζj点。辺はしまサル

はお，＊；研究のWillのω刈；（土 II日平1156"1＇佼， 571if波及び58'.J＇：皮文郎行科学研究＇｛~持ll似u<iz ， ユニネノレギー

特別研究によったもので立仕立与を炎し求す。
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