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エノキタケ廃菌床の燃料特性とベレットの品質

武田宏

要旨.スギオガ粉とコーンコブミール等非木質資材を使用しているエノキタケ廃菌床の発熱量と灰分を明らか

にするとともに，これらを原料にペレット製造試験を行い両者の品質を評価した。スギオガ粉を資材として使

用しているエノキタケ廃蘭床は燃料特性，ペレットの品質ともに「木質ペレット品質規格」の基準を概ね満た

していた。しかし，コーンコブミール等非木質資材を使用しているエノキタケ廃菌床は灰分が 13-23%と多く，

ペレットの品質でも水分と機械的耐久性の基準を同時に満たすことができなかった。

I は じ め に

新潟県は全国上位のきのこ生産県であるため，排出さ

れるきのこ廃菌床も多い。県林政課資料によると平成25

年には約 18万トンの廃菌床が発生しており，これらの

うち約5割が燃料，約3割が堆肥として処理されている。

しかし堆肥は施用時期が限られていることや稲作では

多くの堆肥を必要としないため，新潟県では小規模の堆

肥製造施設が多い。そのため，大量に発生する廃菌床を

堆肥として処理しきれないことがあることから県外まで

搬送しており，このことがきのこ生産者の経営を圧迫す

る要因のひとつとなっている。したがって，現在堆肥と

して処理されている廃菌床の新たな利用方法が求められ

ている。

きのこ廃菌床を生産施設から離れた場所で燃料として

利用したり，夏期に排出された廃菌床を熱需要の多い冬

期まで保存するには，排出してから燃焼するまでにカビ

が発生しないように水分を低減することと，保管するた

めの減容化が必要になる。木質ペレットは水分が 10%

以下で，木材チップと比較すると 2倍以上のかさ密度に

なる木質燃料である(沢辺 2013)。そのため， きのこ廃

菌床をペレット化することにより長期間保存可能な燃料

として利用可能になると考えられる。

筆者はナメコ廃菌床を原料にしたベレット製造試験で，

原料の水分を調整することにより「木質ペレット品質規

格J(日本木質ペレット協会 2011)の基準を満たすべレッ

トが製造できることを確認した(武田 2012)。この試験

で用いたナメコ廃菌床は広葉樹オガ粉を資材として使用

している。しかしエノキタケ栽培ではスギオガ粉など

の木質資材を使用している培地もあるが，多くがコーン

コブミール等非木質資材を使用している培地である。そ

こで，スギオガ粉とコーンコブミール等非木部資材を培

地に使用しているエノキタケ廃菌床について発熱量と灰

分の燃料特性を明らかにするとともに，これらを原料に

ベレット製造試験を行い両者の品質を評価した。

この試験を行うにあたり，エノキタケ廃菌床を提供い

ただいた十日町市のエノキタケ生産者，熱量計を使用さ

せていただいた新潟県農業総合研究所畜産研究セン

ター，木質ペレット耐久性試験機をお貸しいただいた株

式会社さいかい産業にお礼申し上げる。

なお，この試験は新たな農林水産政策を推進する実用

技術開発事業「キノコ栽培廃菌床からのエネルギーと肥

料の同時生産Jの一環として行ったものである。

E 試験方法

1 燃料特性

燃料特性試験に用いたエノキタケ廃菌床は森林研究所

のスギオガ粉を資材とする廃菌床(以下，スギオガ粉廃

菌床とする)と，十日町市のコーンコブミール等非木質

資材を使用している廃菌床(以下，非木質資材廃菌床と

する)である。

非木質資材廃菌床は十日町市の 5 生産者 (A~E) か

ら入手した。これらは既製の配合培地(以下，配合培地
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とする)を使用している 4生産者 (A~D) と培地を自

家配合している 1生産者 (E)から排出されたものであ

る。入手した廃菌床を乾燥・粉砕し各生産者につきそ

れぞれ5つの測定試料(合計 25試料)を作製した。エ

ノキタケ廃菌床は乾燥すると粉砕困難なきわめて固い粒

子がある。その固い粒子は粉砕容易な粒子と比較すると

約3分の 1の灰分であり(三高土木株式会社 2009)，粒

径により灰分が大きく異なる。そのため，入手した廃菌

床を乾燥・粉砕後，簡で、0.5阻未満， 0.5~ 1.0凹， 1.0阻

より大きい 3種類の粒径に分け重量を測定した。その後，

それぞれの水分を測定し3種類の粒径別絶乾重量比を求

めた。そして，発熱量と灰分の測定値に3種類の粒径別

絶乾重量比を乗じて合計し発熱量と灰分を算出した。

発熱量は新潟県農業総合研究所畜産研究センターが所

有する YM 熱研式デジタル熱量計(株式会社吉田製作

所)を使用し， 1サンプルにつき 2回測定しその平均と

した。ただし 2回の測定値の差が平均値の 1%以上に

なった場合は再度測定し3回の測定値の平均とした。ま

た，灰分は測定試料を電気炉で 600
0C2時間燃焼した後

の灰の重量から求めた。

2 ベレツ卜の製造と品質

森林研究所のスギオガ粉廃菌床と十日町市のA生産者

の非木質資材廃菌床を自然乾燥しスギオガ粉廃菌床は

6.5， 8.9， 10.2， 10.6， 10.8， 13.4， 14.4， 15.1 %の8種類，

非木質資材廃菌床は 8.0，9.9， 11.3， 12.4， 12.6， 12.9， 

13.1， 13.4， 13.7， 13.8， 15.9%の11種類に原料の水分(湿

量基準含水率)を調整した。そして，これらを原料にペ

レット製造機(新興工機株式会社TS -55，ダイスの厚

さ30皿・穴の径 7.0皿・ザグリ径 7.5mm)を用いてベレッ

トを製造した。以下，スギオガ粉廃菌床から製造したベ

レットをスギオガ粉廃菌床ベレット，非木質資材廃菌床

から製造したベレットを非木質資材廃菌床ベレットとす

る。

水分を調整した原料について 2.0~3.0kg を 1 固とし

て，それぞれ5回ペレットを製造し各回の製造直後の

ダイスの温度を測定した。その際， 1回目の製造ではダ

イスの温度が十分に上がっていないことがあったため，

その後の計測対象から除外した。 2回目以降に製造した

ベレットを常温に下がったところでポリ袋に入れて密封

し，各回の水分を測定し平均して，水分を調整した原料

ごとのベレットの水分とした。

その後，原料の水分ごとにペレットを一袋にまとめ，

その中から無作為に選んだ 100個のベレットについて，

長さ，直径，重量を測定し個々のペレットの密度を算

出した。また，かさ密度と機械的耐久性については「木

質ベレット品質規格J(日本木質ペレット協会 2011)に

したがって測定した。機械的耐久性とは木質ベレットの

耐粉化性能のことで，木質ベレット耐久性試験機を用い

て木質ペレットに衝撃を与えた後に円孔径 3.15mmの板

ふるいにかけ，ふるいに残った試料の重量比である。

しかし上記のペレット製造試験で非木質資材廃菌床

ベレットはかさ密度と機械的耐久性が品質規格の基準を

満たさなかった。そこで，より圧縮率を高めるために厚

さ40皿・穴の径 7.0mm・ザグリ径 7.8皿のダイスを用い

て，他の 4生産者を含めた十日町市の 5生産者 (A~E)

の非木質資材廃菌床を原料にベレット製造試験を行っ

た。 5生産者の非木質資材廃菌床を自然乾燥により A生

産者は 9.2，10.5， 12.4， 12.6， 13.0， 16.4， 17.5%の7種類，

B生産者は 7.5，9.4， 9.5， 10.5， 11.2， 12.8， 13.3， 14.7% 

の8種類， C生産者は 7.7，9.4， 10.5， 12.4， 12.6， 14.6， 

15.8， 16.3%の 8種類， D生産者は 8.6，9ム 11.3

l日1.5，12.3， 13.7， 16.7%の7種類， E生産者は 6.9，8.3 

1叩0.9，11.0， 11.1， 13.0， 13.6%の7種類の水分に調整し

た原料からペレットを製造した。製造したペレットにつ

いては上記の試験と同様に水分，かさ密度，機械的耐久

性を測定した。

なお， i木質ベレット品質規格J(日本木質ペレット協

会 2011)では，燃料特性として発熱量生200kcal/kg以

上，灰分 5.0%以下，ペレットの品質として水分 10%以

下，かさ密度 650~750kg/rrl，機械的耐久性 97.5%以上

の基準が示されている。

E 結 果

1 燃料特性

森林研究所のスギオガ粉廃菌床と十日町市の5生産者

の非木質資材廃菌床の発熱量と灰分を図 1に示した。

スギオガ粉廃菌床は発熱量が 4，709~4，779kcal/kg，

灰分が 5.0%前後で「木質ペレット品質規格J(日本木質

ベレット協会 2011)の基準を概ね満たしていた。一方，

非木質資材廃菌床は発熱量が 3，854~4，453kcal/kg，灰

分が 13.0~23.1%であった。配合培地を使用している 4

生産者の非木質資材廃菌床の発熱量は概ね 4，200kcal/kg

以上であったが，自家配合しているE生産者の非木質資

材廃菌床は 3，854~4，053kcal/kgで 4，200kcal/kgに満た

なかった。また非木質資材廃菌床の灰分は基準の 5.0%
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以下を大きく上回っていた。

廃菌床全体では灰分が多くなるにしたがい，発熱量が

低くなる傾向が認められた。

2 ベレツ卜の製造と品質

1) ベレットの水分及びダイスの温度

原料の水分と製造したベレットの水分との関係を図2

に示した。ペレットの水分は製造にともなって原料の水

分から一定の比率で減少する傾向があり，スギオガ粉廃

菌床ベレットは約 3%. 非木質資材廃菌床ベレットは約

0.5%減少していた。

原料の水分とダイスの温度との関係を図3に示した。

スギオガ粉廃菌床では，ダイスの温度は原料の水分が増

加すると低下する傾向があった。しかし非木質資材廃

菌床はその傾向が明らかではなかった。また，水分が

13%以上のベレットはポリ袋で保存中にカピが発生した。
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2) ペレットの長さ・太さ・密度

ベレットの水分と長さとの関係を図4に示した。ベレッ

トの長さはいずれもペレットの水分とは明瞭な傾向はな

かった。

ベレットの水分と太さとの関係を図5に示した。ベレツ

トの太さはスギオガ粉廃菌床ベレットが 7.0凹以下で、あ

るのに対し反対に非木質資材廃菌床ペレットは概ね 7.0

凹以上となっていた。

ペレットの水分と個々の密度との関係を図6に示した。

ベレットの個々の密度はいずれのベレットも水分と無関

係で，スギオガ粉廃菌床ベレットが1.27-1.41g/ cmであ

るに対し非木質資材ベレットは1.06-1.19g/cmとやや

低かった。
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3) ペレットのかさ密度・機械的耐久性

ベレットの水分とかさ密度との関係を図7に示した。

スギオガ粉廃菌床ベレツトのかさ密度は 761~823kg/ば

だったが.A生産者の非木質資材廃菌床ペレットは 566

~662kg/ぱで，スギオガ粉廃菌床ベレット比較すると

かさ密度が低かった。またいずれのペレットも水分とか

さ密度は関係が認められなかった。

ペレットの水分と機械的耐久性との関係を図8に示し

た。スギオガ粉廃菌床ベレットは水分が8%以上で機械

的耐久性の基準 97.5%以上を概ね満たしていた。しかし
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水分と機械的耐久性

A生産者の非木質資材廃菌床ペレットは水分が 15.4%で

機械的耐久性が 93.8%と最も高く，ペレットの水分が減

少すると急激に機械的耐久性が低下し機械的耐久性の

基準を大きく下回っていた。

4) 圧縮率を高めたペレットのかさ密度・機械的耐久性

40皿の厚さのダイスを用いて製造した十日町市の 5生

産者の非木質資材廃菌床ペレットの水分とかさ密度との

関係を図9に示した。生産者によって違いはあるものの

全体で 637~774kg/ばであった。

ペレットの水分と機械的耐久性との関係を図10に示し
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た。 5生産者全体ではペレットの水分が概ね 10%以上

では機械的耐久性は 90%以上だった。しかし水分が

10%以下になると A，B及びC生産者の非木質資材廃

菌床ペレットは急激に機械的耐久性が低下していた。ま

たD及びE生産者でも水分が 10%以下になると徐々に

機械的耐久性が低下していた。

N 考 察

1 燃料特性

スギオガ粉廃菌床と非木質資材廃菌床は発熱量，灰分

ともに大きく異なっていた。この原因はそれぞれの培地

の資材及び栄養材の組成や比率が異なることによると推

察される。

森林研究所のエノキタケ培地は体積比でスギオガ粉，

コーンコブミール，コメヌカが 14:1 : 4で配合され

ている。スギ木部の灰分は心材と辺材で異なるが，多く

ても1.0%前後である(武田 2011b)。また，コーンコ

ブミールは 3，5%，コメヌカは 10.0%である(農業・食

品産業技術総合研究機構 2010)。灰分が少ないスギオガ

粉が体積比で7割以上を占めるため，全体ではスギオガ

粉廃菌床の灰分は約 5.0%となったと思われる。

一方，非木質資材を使用しているエノキタケの培地組

成は明らかでない。しかし 十日町市で使用されている

エノキタケの培地は長野県が開発したコーンコブミール

を資材とする YK2培地の組成を参考に配合されている

と推定される。 YK2培地の組成はコーンコブミール

35%，コメヌカ 33%，粉ビート 10%，綿実ガラ 5%，

一般フスマ 5%，ソルガム粉砕5%，乾燥オカラ 3%，

貝化石4%であり(山本 2006)，その 68%を占めるコー

ンコブミール，コメヌカの灰分はそれぞれそれぞれ 3.5%，

10.0% (農業・食品産業技術総合研究機構 2010)と高

いことや貝化石など灰分が多い資材の影響で，スギオガ

粉廃菌床よりも灰分が多くなっていると思われる。そし

て，灰分が多い資材であることから，非木質資材廃菌床

はスギオガ粉廃菌床よりも発熱量が低くなっていると考

えられる。

このようにスギオガ粉廃菌床と非木質資材廃菌床は培

地の資材及び栄養材の組成や比率に違いがあることが原

因で，発熱量と灰分が大きく異なると考えられた。その

ため，エノキタケ廃菌床を燃料として利用する場合はあ

らかじめ発熱量や灰分を把握しておく必要がある。

2 ベレッ卜の製造と品質

1) ベレットの水分及びダイスの温度

ベレットの水分は原料の水分と関係しており，スギ樹

皮ペレット製造試験(武田 2011a)，ナメコ廃菌床ペレッ

ト製造試験(武田 2012)同様，スギオガ粉廃菌床，非

木質資材廃菌床ともにベレットの製造過程で一定の比率

で水分が減少していた。スギオガ粉廃菌床では，同じよ

うに木質資材を使用しているナメコ廃菌床ベレットの製

造試験と同様に約 3%の減少であった。しかし非木質

資材廃菌床はダイスの温度がスギオガ粉廃菌床よりも低

く，水分の減少も少なかったことから，ダイスの穴を通

る際の抵抗力が低く圧縮が弱いと考えられる。

2) ペレットの長さ・太さ・密度

スギ樹皮ペレット製造試験(武田 2011a)では，ペレッ

トの長さは水分と関係しており ベレットの水分が多く

なるとペレットの長さが長くなる傾向があった。しかし

いずれの廃菌床ベレットもナメコ廃菌床ベレット(武

田 2012)と同様にベレットの水分と長さは関係がなかっ

た。きのこ廃菌床には複数の資材と栄養材が配合されて

いるため，ベレットの水分の影響が長さに現れにくいの

かもしれない。また，ベレットの太さはスギオガ粉廃菌

床ペレットが 7.0皿以下で、あるのに対し，反対にA生産

者の非木質資材廃菌床ベレットは概ね 7.0凹以上となっ

ていた。ダイスの穴の径は 7.0mmで、あり，非木質資材廃

菌床ベレットの太さは穴の直径よりも太いペレットが多

かったことからも圧縮が弱いと推定される。そのためス

ギオガ粉ベレットと比較して個々の密度が低くなってい

たと考えられる。

3) ペレットのかさ密度・機械的耐久性

スギオガ粉廃菌床ペレットのかさ密度は基準の上限値

750kg/rrl以下より高かった。「木質ベレット品質規格j

(日本木質ペレット協会)では，かさ密度が高いベレッ

トは不完全燃焼や燃焼機の過加熱を引き起こす場合があ

ることから基準に上限が示されている(沢辺 2013)。し

かし「木質ベレット品質規格」にはベレットクラブジャ

パン (2011)のように i600kglぱ以上」と上限のない

基準も存在するので，かさ密度の上限基準の設定につい

ては今後も検討する必要がある。

反対に， A生産者の非木質資材廃菌床ペレットは 566

~662kg/rrlで，多くのベレットがかさ密度の基準の下

限以下であった。

機械的耐久性では，スギオガ粉廃菌床ベレットは水分

が8%以上で，基準の 97.5%以上を概ね満たしていた。
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しかし A生産者の非木質資材廃菌床ベレットは機械的

耐久性が最も高くても 93.8%で基準以下であり，さらに

水分が少なくなると急激に機械的耐久性が低下していた。

このように厚さ 30阻のダイスを用いたベレット製造

試験では，スギオガ粉廃菌床ペレットは原料の水分を調

整することにより，かさ密度がやや高い傾向があるもの

の水分と機械的耐久性の基準を満たすことができた。し

かし A生産者の非木質資材廃菌床ベレットはかさ密度

は概ね基準の下限値 650kg/rrl以下であり，機械的耐久

性は基準の 97.5%以上を大きく下回っておりダイスの圧

縮が足りないと考えられる。

4) 圧縮率を高めたペレットのかさ密度・機械的耐久性

厚さ 40mmのダイスで製造した十日町市の 5生産者の

非木質資材廃菌床ペレットは生産者によって差があるも

ののかさ密度が 637~77 4kg/ rrlで、あり，ほほ基準の 650

~750kg/ぱの範囲内であった。 A生産者の非木質資材

廃菌床ベレットのかさ密度は 40皿の厚さのダイスで製

造することにより 556~662kg/rrlから 644~744kg/rrlに

増加していた。ダイスを厚くすることによってベレット

の個々の密度が増加する(野崎ら 1988)ため，かさ密

度も増加したと考えられる。

機械的耐久性は 5生産者全体では水分が10%以上で機

械的耐久性が概ね 90%以上で A生産者の非木質資材

廃菌床ペレットも 40皿のダイスで製造することにより

機械的耐久性が高くなっていた。しかし，水分が概ね

10%以下になると A，B及びC生産者では機械的耐久

性が 90%以下になり， D， E生産者でも 95%以下になっ

た。

このように，ダイスの厚さを 40mmにしても水分 10%

以下と機械的耐久性 97.5%以上の基準を同時に満たすべ

レットは製造できなかった。そのため，非木質資材廃菌

床を原料に「木質ペレット品質規格」の基準を満たすべ

レットを製造するためには，スギオガ粉等の添加を検討

する必要があると考えられる。

V おわりに

スギオガ粉廃菌床ベレットは灰分が5%前後なので，

ノtークベレットに対応したベレットストーブで使用可能

である。しかし非木質資材廃菌床ペレットは灰分が

13%以上あり，スギオガ粉等の添加によりベレットの

品質を高めたとしても既存の燃焼機器では使用できない

と考えられるため，灰分が多い燃料に対応した専用の燃

焼機器の設置が必要になるとともに，大量に発生する灰

の活用方法についても検討する必要がある。
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