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論文

乳牛ふん尿と副生グリセリンの混合メタン発酵に関する研究

加藤史郎*・山城経桔ド・LateefSu吋uADEKl別LE*・岩崎佳洋*梅津一孝*

ネ帯広務産大学大学院議産学研究科，〒 080-0855帯広市

要 EZ 

バイオガスプラントにおいては，家斎ふん尿を始めとする有機物を発酵させるが，複数の有機性廃棄物を混合発酵させる

ことでバイオガスの生成長の増加が期待される。本研究では，家畜ふん尿と廃食油から BDFを精製する過程で生じる副生グ

リセリンを約 55
0Cの高温発酵，連続式で混合発酵させるに当たって，混合割合を， 4%， 6%， 8%， 10%， 12%の実験区と

ふん尿のみの対照区の 6区を設定し，バイオガス生成室等の測定を行った。この結果， 4%及び 6%の混合割合でバイオガス

生成量等が対照区に比べ3-5倍に増加することが確認された。

キーワード:バイオガス， BDF，副生グリセリン，混合発酵，メタン

はじめに

バイオ燃料を含むバイオマスの利活用は，溢室効果

ガスの排出抑制による地球温暖化防止や，資源の有効利

用による循環型社会の形成，エネルギー供給源の多様化

を通じたエネルギ一安全保障の向上等に資する。バイオ

マスについては， 2008年にはバイオエタノール， BDF， 

木賞ペレット等のバイオ燃料の生産拡大を図るために農

林漁業バイオ燃料法が制定され，全国で大規模なバイオ

エタノール工場の建設が進むほか，食品残i査や廃食油，

下水道汚泥などをバイオマス資源として活用するための

研究や現地での取組が進んでいる。このうちバイオマス

資源の重要なものとして家畜ふん尿がある。従来はその

処理に大きな課題があり， 2004年には家畜排摺物の管

理の適正化及び利用の促進に関する法律が制定され，家

膏ふん尿の適切な処理が義務づけられた。このような状

況を背景として家畜ふん尿をバイオガスプラントで発欝

させ，発生したバイオガスをエネルギーとして利用する

取組が全国で開始された。

これらの取組の一方でそれぞれのバイオマスからエ

ネルギ一変換させる過程で発生する麗産物の有効利用が

課題であり，例えばBDF製造過程で生じる副生グリセ

リンである。 BDFは廃食油からの精製が可能であるが，

この過程で BDF精製量の約 10%のグリセリンが誕生し

てしまう。このグリセリンは副生グリセ 1)ン(アンダー

ピッチ:undar pitch) と呼ばれ，純度が低いため利用方

法が少ない上に，有機性不純物を多く含んでおり処理が

鴎難なため，現在は主に産業廃棄物として焼却処分され

熱エネルギーとしての利用にとどまっている (Himmiet 

α1.， 1999) 0 Pap叩 ikolaouら (2008) は，副生グリセリ

ンの処理方法として複数の細菌による分解を試みている
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が実毘化には至っていない。

バイオガスプラントにおいては，副生グリセリンと

家畜ふん尿と混合発酵させることにより，バイオガス生

成量の増加，副生グリセリンの再資、滞、化が可能と考えら

れる。Amonら (2006) は，パージンオイルを原料とし

た誕生グリセリンと乳牛ふん尿の浪合発酵について検

討を行っている。また，山田ら (2008) は，廃食油を原

料とした副生グリセリンを用い， 2%， 4%， 8%の混合

割合で、中温連続式発酵試験を行った結果，副生グリセ

リン 4%混合毘では券投入院に比べて 3倍以上のバイオ

ガスが得られたことが報告されている。 Fountoulakisと

悶anios(2009) は，下水汚泥と農産廃棄物の水素・メ

タン発酵において，グリセリンの添加がガス生成量に大

きく貢献することを示している。また， Lobato (2010) 

らは，勝ふん尿と副生グリセ 1)ンの混合発酵について検

討を行っている。

本研究では，廃食埠から BDFを生成する過程で生じ

る副生グ 1)セリンの有効な利用法を検討するため，室内

試験において乳牛ふん尿と 4%，6%， 8%， 10%， 12% 

の混合龍合で，約 55
0

Cの高温連続発酵における，誕生

グリセリンとの最適な混合割合を明らかにすることを白

的としている。

実験方法

1.原料

乳牛ふん尿は帯広畜産大学付属フィールド科学セ

ンターバイオガスプラントより採取した (Aokiet al.， 

2006)。

採取したふん尿は，スクリュープレス型間液分離機

(BIMEC社製 CANGUR02-75) を用いて臨液分離し，

その液体部分(以下， rふん尿液分」という。)を利用し
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た。ふん尿液分の成分について， 3回測定しその平均値

を表 1に示す。

種汚泥として，帯広畜産大学付属フィールド科学セ

ンターバイオガスプラントから排出される消化液を用い

た。副生グリセリンは株式会社エコ ERCより，廃食油

からの BDF製造工場において排出されるものを提供し

て環いた。副生グリセリンの成分を表 2に示す。

副生グリセリンの成分については，石崎ら (1982) に

よるとグリセリンやメタノール以外の成分は有機性不純

物などであり，脂肪分を含むとしている。

2.実験装置

有効容積lOLのステンレス製の連続式発酵槽を使用

した。発酵槽はポリプロピレン製の恒海水槽に入れ，サー

モヒータを用いて約 55
0

Cに加温した。発生したバイオ

ガスは水酸化第二鉄を充填した脱硫塔を用いて脱硫した

後，i，霊式ガスメータを用いて発生したバイオガス量を測

定した。

3.測定項目

1)バイオガス生成景色/L'd) 

バイオガス生成量は混式ガスメータ (KEYENCE:

XL-200 20
0

C 1気配)にて測定した。

2) メタン濃度(%)

バイオガス中のメタン濃度は，ガスクロマトグラフ

(SHlMADZU : GC-8A) を用いて測定した。カラムに

はACTIVECARBONを，キャリアガスには Heガス

を用いた。

3)居形分濃度 (TotalSolid : TS %) 

排出される消化液は 5日おきにサンプリングし，質

を測定した後， 105
0

C， 24時間乾燥させ，由形分濃

度を求めた。

表1 ふん尿(液部)の性状

項目 数値

間形分濃度 5.00% 

有機物濃度 3.70% 

pH 6.9 

持発性脂肪酸 5320mg/L 

(ギ酸) Omg/L 

(酢酸) 3644mg/L 

(プロピオン酸) 1071 mg/L 
(酪駿) 605 mg/L 

4)有機物濃度 (VS:%) 

TS測定後の試料を 550
o
C，4時間灰化後，質量を測

定し，有機物濃度を求めた。

5)揮発性脂肪酸濃度 (VFA:mg /1) 

揮発性脂肪君主濃度は高速液体クロマトグラブ

(S悶 MADZU:LC-10AD) を用い測定した。前処理方

法については誌報で示した(木村ら， 1998)。

4.実験方法

実験は発酵温産約 55
0Cの高温発欝，連続式で、行った。

副生グリセリンの混合割合を湿潤重量で 4%，6%， 8%， 

10%， 12%とした実験区と，ふん尿液分のみの対照区の

6区を設け，滞留日数 (HRT) を15日簡とした。各実

験区への投入原料の性状ならびに有機物負荷を表 3に示

す。

実験開始前 50B関車JII養を行った。バイオガス生成量

の測定は 1日1固定時に行い スカム形成防止のため発

群槽の撹持を行った。各実験区で生成されたバイオガス

は3日に I度メタン濃度を測定した。排出された消化液

は5日に 1度サンプリングし， TS， VS， VFAを測定した。

結果及び考察

1. バイオガス生成量

図1にバイオガス生成量の経日変化を示す。

対照区のバイオガス生成量は 10L!d前後で安定して

いた。それに対し，副生グリセリン 4%混合区では 35

L!d前後， 6%混合区では 50L!d前後であり，対照区の

3~5 倍と高いバイオガス生成量であった。 8% ， 10% 

混合誌は対照宮よりわずかに多いバイオガス生成量だっ

たが， 12%混合区では対照区を下回るバイオガス生成量

となった。これらの低い値を示す要因は，有機物負荷が

表2 副生グリセリンの性状

項目 数{直

固形分濃度 80.98% 

有機物濃度 75.23% 

pH 13.28 

グリセリン 51.46% 

BDF 2.27% 
メタノー)1.-- 22.49% 

灰分 4.10% 

その他 19.68% 

表3 各実験区への投入原料の性状ならびに有機物負荷

実験区
ふん尿液分 副生グリセリン 合計 vs 有機物負荷

(g) (g) (g) (%) (g/L' d) 

対照区 650 O 650 3.70 2.41 

4%混合区 624 26 650 6.56 4.26 

6%混合区 611 39 650 7.99 5.19 

8%混合l2S: 598 52 650 9.42 6.12 
10%混合匹 585 65 650 10.85 7.05 
12%混合区 572 78 650 12.28 7.98 
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間1 バイオガス生成塗経日変化

高いことによる発欝阻害であり，原料に含まれる有機物

の種類により与える影響は異なる。一般に，高分子物質

が多く含まれている原料ほど，有機物負荷が発酵に与え

る影響は大きい。特に，副生グリセリンのように脂肪分

を多く含んでいる場合は その傾向が強いと言える O 山

田ら (2008) の行った中温連続式発酵，滞留日数 30日

に設定した実験では，副生グリセリン 4%混合区では対

照区に比べて約4倍のバイオガス生成が得られていると

報告されている。しかし， 8%混合区では実験途中で発

酵阻害が起きたと報告されている。Amonら (2006) に

よると，豚ふん尿とメイズサイレージへの 6%のグリセ

リン添加において，高いメタン生成を示したと報告して

いる。さらに， Rogerら(1992) はグリセリンの投入が

嫌気性薗の増殖，接着，セルロース分解能に与える影響

を検討しており， 5%のグリセリン投入は増殖およびセ

ルロース分解能を阻害するとしている。本研究において

もほぼ同様の結果が得られ副生グリセリンの混合はバ

イオガス生成量を増加させることが明らかとなったが，

副生グリセリンの混合割合が高くなると発酵阻害が起き

ることが確認された。

2. メタン濃度

図2に生成したバイオガス中のメタン濃度の経日変化

を示す。
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図2 メタン濃度経日変化

対照区では早い段階から 60%前後のメタン濃度で

あったのに対して，副生グリセリン 4%混合区， 6%混

合区では対照区を上回る 70%前後のメタン濃度となっ

た。 8%，10%， 12%混合区では対関区を下罷るメタン

濃度であった。前述の山田ら (2008) によると，メタン

濃度は 4%混合区では 60-70%と対照区より高い値を

示した。本研究においてもほぼ同様の値を示し，副生グ

リセリンの混合はメタン濃疫を向上させる結果となっ

た。

一般に，投入原料の化学組成がメタン生成量ならびに

メタン濃度を決定し，メタノール，メチルアミン，なら

びに脂肪等はメタン濃度を向上させることが知られてい

る(井出， 1999)。

中久保ら (2008) によると，家畜ふん尿のメタン発酵

において剖資材を投入した際のメタン濃度は，脂質を投

入した場合 68%，タンパク費で 64%，炭水化物で 57%

であったと報告している。また， Nevesら (2009) は，

乳牛ふん尿と食品廃棄物の混合発酵において水産加工場

から排出される脂肪分を発酵促進に用いている。

Umetsuら (2008) によると，メタン発酵の説資材と

してビートトップサイレージを混合した結果，バイオガ

ス生成震は増大したもののメタン濃度は低下したとの報

告があり，それと比べて副生グリセリンは有用な酎資材

であると言える。

3.メタン生成譲

バイオガス生成量とメタン濃度より算出したメタン生

成量は，対照区では 5L!d前後であったのに対し，副生

グリセリン 4%漉合区では 25L前後， 6%混合区では 35

L前後となり，対照区に比べて 5-7倍のメタン生成が

得られた。発酵容積あたりのメタン生成量では，対照区

では 0.5L!L. d， 4%混合底では 2.5L!L. d， 6%混合区

では 3.5L!L. dとなった。

悶3に投入有機物当りメタン生成量の経臼変化を示

す。

対照区は，投入有機物当り 0.2L!g. d諒後のメタン

生成量であった。 4%混合区では投入した有機物当り 0.5

。守口γ一子斗-'--c一「門 戸与一，.........，.... .T …γ~寸マーャ一一円「

10 15 20 25 30 35 40 45 

経過ヨ数 (d)

国3 投入有機物当たりメタンガス生成撃の経日変化
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ふん尿液分有機物当りのメタン生成量は約 0.2L/gで

あったのに対し，誕生グリセリン 4%，6%混合区では

投入グリセリン有機物当り約 0.9L/gと高いガス生成を

示した。 8%，10%、混合豆では約 0.1L/gと低い値にと

どまり， 12%混合区では発酵の阻害が認められた。また，

前述のや久保 (2004) らによると，投入有機物当たり脂

質で 0.82L/g，炭水化物で 0.42L/g，タンパク質で 0.31

L/gと報告されている。 Umetsuら(2006)によると，ビー

トトップサイレージ有機物当りからのメタン生成量は

0.35 L/gと報告されており，副生グリセリンはこれらよ

りも高いガス生成量であった。

5. pH 

密 5に消化液の pHの経日変化を示す。

加藤史郎-はi城隆樹・Lateef121 

対照区では実験開始直後から pH8前後で安定した。

副生グリセリン混合区ではいずれの区も投入開始から

pHは抵下していったが， 4%漉合区では 5日目以持， 6%

混合区では 15日目以降 pHは上昇し，最終的には対照

区と同様pH8前後で安定した。 8%，10%， 12%混合区

ではpHは低い状態で推移した。梅津ら (1998)によると，

ノTイオガス生成が順調に行われている時の pHは8前後

を維持しており，バイオガス生成量やメタン濃度が低下

するとともに pHも低下すると報告されている。

6. 1.軍発性指肪酸濃度

悶6に消化液中の平均揮発性脂肪酸濃度を示す。

45 40 35 30 

消化液の pH経臼変化

L/g' d前後， 6%混合区では 0.65L/g . d前後と対照区

を上回るメタン生成量であった。前述のAmonらの報

告によると有機物当たりのメタン量は 0.57~ 0.68 L/g . 

dと報告しており，本実験と詞様の値であった。しかし，

8%混合IZ，10%混合区では 0.1L/g' d蔀後， 12%漉合

区では 0.03L/g' d前後と，対照区に比べて半分以下の

メタン生成量となった。三橋ら (2006) は，生ごみと音

産廃棄物並びに水産魔棄物の混合発酵において，メタン

生成量と発酵阻害の関孫について，これらの高負荷運転

の場合，有機離の蓄積による発酵阻害が問題となると報

している。中久保ら (2009) は，牛ふん尿の共メタン

発酵における副資材過剰投入による発欝阻害について報

告している。本実験においても副生グリセリン混合割合

の高い実験区では高負荷による発酵阻害が認められた。

本研究では副生グリセリン混合区において 0.5~ 0.65 

L/g' d と対照区に比べて 2~3 倍のメタン生成が得ら

れていることから，副生グリセリンは投入有機物当りの

メタン生成効果も高い麗資材であるといえる。また，中

温で、実験を行った山田ら (2008) によると，対照区では

投入有機物当り 0.25L/g . d，副生グリセリン 4%混合

区では 0.4~ 0.6 L/ g . dとの報告があり，発酵温度によ

る差は少ないと考えられる。

4. 投入グリセリン有機物当りのメタン生成量

図4にグリセリン有機物当りの平均メタン生成震を訴

す。なお，グリセリン有機物当たりのメタン生成量は，

以下の式により算出した。

VG1yVS = (Vm伽 n- Vm.me伽 n) / (Rc1y' VSG1/100) 

VGω

一
1孔~lv礼;lv、V州"、

(L/g . d) 

Vmcthan メタン生成量(L/L'd) 

Vm.mcthan ふん尿液分のみによるメタン生成量(L/L'd)

RG1y 投入グリセ 1)ン鷺 (g/L)

VSG1 投入グリセ 1)ン有機物濃度(%)
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対照区， 4%~.昆合芭， 6%混合症では揮発性脂肪酸の蓄

積は見られなかった。副生グリセリンの混合割合が 8%

を超えると揮発性脂肪酸は急激に増加した。指紡酸の

蓄積はメタン発酵の闇害を起こすことが知られている O

Hi1lsら (1987) によると，酢駿濃度>800mg/Lあるい

はプロピオン酸濃度と酢酸濃度の比 (P/A比) > 1.4で

あれば発酵は停止しつつあると報告されており，本研究

においても 8%混合区では酢酸濃度及びP/A比ともにこ

れらの値を超えており，これらの混合区では発欝阻害が

起きていることが明らかとなった。

まとめ

副生グリセリン混合区のうち 4%，6%， 8%， 10%混

合区ではバイオガスの生成震が対照涯を上回る結果と

なった。メタン濃度は， 4%損合区， 6%混合区で対照区

を大きく上田ったが，他の混合底では対照区を下回った

ことから，メタン生成量も， 4%混合区， 6%混合区で対

照区を大きく上回り，他の混合区は対照区と間程度にと

どまった結果となった。混合割合 8%以上の実験陸では

pHの低下や揮発性鵡肪覇支の蓄積が見られることから，

発群に阻害が生じたと考えられる。

投入有機物当りのメタン生成量でも，副生グリセリン

4%， 6%混合区においては対照区を上回る結果となっ

た。混合割合 8%以上の実験毘では，対照度を下回るメ

タン生成量となったため，部生グリセリンを多量に投入

しでも有益な効果が得られていないことが明らかとなっ

た。また，多量の融生グリセリンの投入は発静阻害を引

き起こすことが明らかとなった。

これらのことから，家音ふん尿と副生グリセリンを約

55
0

Cの高温発酵，連続式で混合発酵させるには混合割合

を 4%-6%とすることが適切と言える。ただし， BDF 

の原材料である廃食油の種類等により副生グリセリンの

成分が異なることが予想されるため，実際のプラントに

おいては混合割合を充分に検討することが重要である。
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Abs1ract 

In this study，effective use of crude glycerin was investigated. Method included the mixing of crude glycerin with 

dairy waste in various percentages aiming to establish the best percentage of crude glycerin that should be mixed with 

dairy waste， for efficient fermentation.τbe mixture produced high biogas volume on fermentation which apparently 

indicated a high methane concentration in the biogas producεd.羽弓lendairy waste was mixed with 4-6% of crude glyc-

erin， the highest volume of methane generation could be observed. It was four times of the gas produced 会omdairy 

waste fermentation without incorporation of glycerin. From these results， it is evident that crude glycerin， which can 

be recycled， could be effectively used in thermophilic methane fermentation. 

Keywords: Biogas， BDF， Crude Glycerin， Cかdigestion，Methane 
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