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資料

積雪寒冷地における集中型バイオガスプラントの構築とその稼働状況
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要 c::. 
a 

本研究の目的は，集中型バイオガスプラントにおける，稼働状況，消化液の利用状況ならびに経済収支の調査である。プ

ラントの原料投入量は 61.3t/日であり，計画処程震に対し 71%となっていた。原料の平均滞留日数は 52.2日であり，設計値

37日に比べ長かった。バイオガス発生震は平均 2338m3/ 日，メタン濃度は 57.6%であり，ほぼ理論値どおりであった。発

生したバイオガスは，発電機での消費量が 92%を点めており，ガスボイラや余剰ガス燃焼装置での利用はわずかであった。

平均発電撃は 3742kWh/日であり，このうちの 54%が施設内で利用され， 46%が売電されていた。消化液には肥料成分が

豊富に含まれており，消化液の散布商穣は 561ha，散布景は 18440tまで増加した。プラントの収入源はプラント利用料金，

売電料金，消化液散布料金，有機性廃棄物処理料金などが大きく，経済収支はプラスで運営されていた。

キーワード:積雪寒冷地，バイオ燃料，集中型バイオガスプラント，消化液，売電，経済収支

はじめに

畜産廃棄物を原料とするバイオガスプラントは，水

分含量が高く扱い難い家畜ふん尿を悪臭の少ない良質な

液肥に変換できるだけでなく，バイオガスという高カロ

リーなバイオ燃料を生産することのできる施設であり，

バイオガスプラントにおけるバイオ燃料生産は，カーボ

ンニュートラルである点が評価され，地球温暖化を防止

するための環境保全技術として期待されている。

北海道におけるバイオガスプラントは， 1977年の帯

広畜産大学の実証プラントの設置に始まり， 80年代に

東藻琴村の実証プラント， 90年代には北見市内におい

て実証プラントが建設された(梅津， 2004) 0 2000 年代

に入ると，環境陪題の深刻化や化石燃料の高騰などの影

響によって，実証および実用プラントの建設が増加し，

これまでに約 50基が建設されてきた(松田， 2009)。し

かし現在では実用プラントとして建設されたものはほと

んどが稼働中であるものの，実証プラントの多くは運転

停止あるいは撤去されているのが現状である。その理由

として，維持管理費が依然として高いこと，一部におい

て原料の閉塞や凍結などの機械的トラブルが生じたこ

と，エネルギーや消化液の発生最が計画僅と~離する場

合のあること，などが挙げられる O

このような背景の中で，北海道卜勝管内の鹿追町では，

乳牛飼養頭数，牛舎形式，敷料使用方法など飼養形態が

異なる複数の酪農家から原料ふん尿を収集・処理するた
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めの集中型バイオガスプラントが建設された。本プラン

トは乳牛ふん尿を原料とする実用プラントとして国内最

大級を諮り，積雪寒冷地という厳しい条件下において稼

働していること，麦稗などの長い敷料が混合された乳牛

ふん尿を主原料として受け入れていること，発生した消

化液を審産農家の踊場だけでなく畑作農家の間場にも広

範揺に散布していること，など他に類を見ない特徴的な

フ。ラントで、ある O

本研究では，同i可の集中型バイオガスプラント建設の

基本構想段階および計画段階における基本コンセプトを

整理するとともに，本プラントの稼働状況について調査

した。また，生産された消化液の利用状況ならびにプラ

ントの経済収支についても明らかにしたので，その結果

を報告する。

方法

1. 調査研究対象地の概要

調査研究対象施設は北海道河東郡鹿追町鹿追地区に建

設され， 2007年 2月から稼働している集中型バイオガ

スプラントである。鹿追町は北海道十勝平野の北西部に

位霊し，農業人口は就業者数全体の 36% (1147人，王子

成 17年度)，農業粗生産額は 145億円であり，酪農の

粗生産が全農業粗生産額の 50%を占める北海道十勝地

域を代表する酪農地帯である。本地区の年平均気温は

6.1
0

C，冬期 (11-3月)の平均気温はふ4
0

C，冬期の

平均最低気温はー7.7
0

C，最大積雪深は 61cmの積雪寒冷
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i也である。

2. 集中型バイオガスプラントの建設コンセプト

本町では， 2006年に集中型バイオガスプラントを核

とするバイオマスタウン構想を策定した。この構想に基

づき，市街地周辺の捜数の酪農家を対象とした乳牛ふん

尿を主原料とするバイオガスプラントを建設することと

なった。

バイオガスプラントのシステム事業化の基本的な流れ

は，①基本構想、策定，②事業計画策定，①事業実施(プ

ラント建設)，④事業運営の 4段階からなり，基本構想

策定および事業計画策定段階における事業主体と利用者

(農家)とのコミュニケーションが最も重要であった。

特に，計画s寺から事業主体，利用者会，地域の関係者と連

絡や報告を密にして協力体制を整えていくことが求めら

れた。上述したように，北海道には約 50基のバイオガ

スプラントが建設されてきたが，その整備後にはいくつ

かの問題が発生し，その後のプラント整備のための課題

が残されてきた。本プラントを建設する上では，これら

の課題を十分に認識し，可能な掠り問題が少なく，利用

者やJ!lJ民にも利援を還元できるプラントを整備する必要

があった。

表 1に，既存バイオガスプラントの課題ならびに本集

中型バイオガスプラントの建設基本コンセプトを整理し

た。既存プラントでは，利用者への説明が不十分で、あっ

たために，プラント建設後に原料搬入量が想定よりも過

不足したり，処理料金の徴収や維持管理費に十分な理解

が得られず，施設稼働が中断することも見受けられた。

このため，本プラントでは，基本構想策定段階において

施設検討委員会によって利用者の意見を収集し農家の意

向を十分に反映させる施設とした。その結果，集中型

プラントとしてスケールメリットを発現さぜコストダウ

ンを可能なものとし，施設側が農家のふん尿原料を収集

し，発酵後の消化液を散布することを基本コンセプトと

した。また，積雪寒冷地の酪農地帯特有の開題である原

料凍結や閉塞が生じない施設であること，発生したエネ

ルギーや消化液を広範囲に利用できることを基本方針と

した。

3. 集中型バイオガスプラントの概要

上記基本コンセプトによって建設された集中型バイオ

ガスプラントの概要と主要構成設備を表 2に，バイオガ

スプラントの概要を図 1に示す。

本プラントは，日計画処理量が 85.8t/日と成牛換算

1320頭の乳牛ふん尿を処理可能な施設として設計され

た。発酵方式は中温 (38
0

C) のメタン発蘇方式で，発酵

槽に投入された原料の平均滞留日数は 37日(設計値)

である。

プラントに投入される原料は乳牛ふん尿が主体であ

り，これに敷料と車両洗滞水が混入される。バイオガス

プラントに原料を供給している酪農家は現在 11戸であ

り，酪農家の飼養形態はフリーストール牛舎 7戸，スタ

ンチョン 4戸で構成される。牛舎で使用している敷料は

周辺畑作農家から供給される麦秤が主体である。

各農家には原料ふん尿を貯留するための蓋付きコンテ

ナが配置されており，プラントの職員が運搬用車両2台

によってコンテナを回収する。この車両はバキュームタ

ンクも搭載することができ，牛舎施設内の地下ピットな

どに貯留された液状ふん尿を吸引収集することも可能で

ある。冬期間にコンテナ内の原料が凍結した場合は，車

両の排熱によって凍結ふん尿が解凍されるようになって

いる。

岡収・収集されたふん尿は，プラントの原料槽2槽

に投入され，大型撹枠機によって均一に混合される O 各

原料槽は在方形状の地下式コンクリート製であるが，

15kW級の大型撹持機がそれぞれ3台設置されているこ

表 1 既存バイオガスプラントにおける課題と本プラント建設の基本コンセプト

段階 既存プラントにおける課題

基本構想、策定 事業主体と利用者(農家)のコミュニケーショ
ン不足

事業体制・原料収集 個別プラントでは原料搬送・運搬や施設管理が
運搬計画 困難

高額な建設費およびランニングコスト

施設整備計画 厳寒期の原料凍結

敷料や爽雑物による配管の閉塞

エネルギー利用計画 農業施設内のエネルギー需要が少ない

発電施設導入によるコスト高

消化液利用計画 消化液の利用先が複数になる場合の安全性が不
明
多頭イとによる消化液量の増加，散布する箇場面
積の不足
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ンセプト

施設検討委員会によって農家意見を収集し，利用
者の意向を反映

施設側がコンテナで個別農家のふん尿原料を収集，
原料の 2系統処理によってトラブル掴遊
集中型プラントとしてスケールメリットを発現さ
せコストダウンを実現

コンテナ輸送率両の排熱利用・原料槽への潟水お
よび消化液配管による凍結原料の融解
大口径配管・多系統配管・大型撹Jネ機の導入

集中型プラント内および潤辺公共施設への広範屈
のエネルギー供給
売電による施設運営収支の改努

殺菌槽 (700C，1h)設置による衛生管理

施設側が消化液を散布， 20戸の畑作農家の間場を
含め広範囲に散布



プラント利用農家

原料の種類と量

発酵方式

平均滞留日数

主要施設

主要機器

る集中型バイオガスプラントの構築とその稼働状況

表 2 集中型バイオガスプラントの概要と主要設備

酪農家 11戸

乳牛ふん尿

その他

中主主発酵

37日

原料槽

発酵槽①

発酵機②

殺菌槽

消化液貯宙槽

ガスホルダ

原料槽

発苦手槽①

発酵槽①

殺菌楠l
消化液貯留槽

4p 

発酵槽① 32日(計画)，発酵槽① 43日(計岡)

コンクリート製，直方形 250m3 x 2基

コンクリート製，直方形 400m3 x 4基
コンクリート製，円柱形 800m3 x 2基
コンクリート製，直方形 100m3 x 2基
グラスライニング鋼板製，円柱形 6231m3 x 2 ~ま， 11 477m3 x 1 ~ま

250m3 x 2基
プロペラ式撹持機 15kWx 6台 油圧式ピストンポンプ 3.7kWx 2台

パドル式撹持機 3.7kWx 4台 スクリュ一式移送ポンプ 3kWx 2台

パドル式撹手f機 3.7kWx 2台，プロペラ式撹枠機 5.5kWx 2台，

スクリュ一式移送ポンプ 3kWX2台

バイオガス利用機器 発電機

脱硫方式

牛舎

↓ 家畜品、ん尿

コンテナ車，
バキュームタンク

諒料槽

潟水ボイラ

蒸気ボイラ

余剰ガス燃焼装置

蒸気ボイラ- 1 OOOkg/h X 1基

lOOm3/h X Uま

生物式脱硫，乾式脱i流 生物式脱硫;発酵槽①上部に併設，乾式脱硫;活性炭を使用

鑓鐙鶴依 沼緩縫趨験

余剰ガス 乾式
燃焼装置 脱慌装置

5lffi.7l< 

国 1 集中型バイオガスプラントの概要

ええや施設内消費
売電

172 

とから，ある程度大きな敷料が混入しでも破砕しながら

均一に混合できる。原料槽には渇水が配管されており，

さらに熱を保持したメタン発酵消化液が返送される仕組

みとなっていることから 一部凍結原料が投入されでも

容易に濃度調整および融解が可能な構造となっている。

調整された原料は，在方形と円柱形の 2タイプの発群

槽に移送される。発酵槽への移送は容積型の 3.7kW油

圧式ピストンポンプを採用し， 200mmの大口径配管を

用いることによって開審を防止している。 2タイプの発

酵槽を採用したのは，万が一のトラブル時においても，

-17-



イオガス発生量はガス流量計によって測定した。また，

バイオガス 1:j=1のメタン濃度および硫化水素濃度はガス分

析装置によって測定した。発電機における発電量，売電

量および受電量については 電力量計により計測した。

なお， 2007 年 7~8 月には発酵槽①のパドル式撹枠

機の破損および発電機のトラブルが生じた。また， 2007 

4三 12 月~ 2008王手3月には，プラントのコンビュータi出

御トラブルおよびモニタリングシステムの故障が生じ，

一部データが欠損した。

結果および考察

1. 原料投入量の推移

発酵槽①および発酵槽②に投入された原料ふん尿の日

王子均投入量の推移を悶 2 に示した。 2007 年 2 月~ 2009 

年 3月までの 2年間の原料投入量はo~ 85.0t/日の範

間にあり，平均 55説/[1であった。施設稼働当初で原

料投入量に変動があるのは，プラントが稼働して問も

ないこと，農家側において放牧などの鍋育方法が変化し

たこと， トラブルなどによって一時的に原料受け入れが

停止したことがあったためである。安定稼簡に達した

2008 年 4 月~ 2009年 3月 (2008年度)の原料投入量は

42.1 ~ 78.3t/日の範囲で変動し，平均値は 61.3t/呂と

討岡処理量 85.8ν 日の 71%の稼働を達成していること

が示された。
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原料投入量の推移

2008年度の平均原料投入量は 61.3ν 日で，その内訳

をみると，発酵槽①が 38.4ν 日 (63%)，発酵槽①が

22.9t/日 (37%) であり，直方形の発酵槽①での原料受

入量が多かった。これは !原料ふん尿の中に長い麦梓が

混入されることによって原料の TS濃度が高くなること

が多く，高い TS濃度の処理に適したi在方形の発酵槽に

優先的に原料が搬送されたためと考えられる。

発酵槽の有効容積は発酵槽①，②ともに合計 1600ば

であることから，この容積を百平均原料投入量で除すと

王子均滞留日数を算出することができる。その結果，発酵

槽①が 41.7日，発酵槽②が 70.0日，両発酵槽全体では

52.2日であり，本プラントの 2008年度の平均滞留日数

は設計値(発酵槽① 32日，発酵槽②43日，全体 37日)

に比べ長いことが示された。平均滞留日数が長くなった

国 2

pずれかの発関与槽においてメタン発酵処理!が可能となる

ように原料の移送経路を多系統にしているためである。

また，査方形の発酵槽はらせんが〈の横型パドル式撹持機

を設誼しているために，原料の同形分濃度が高くても発

酵処理が可能で、あるという特徴がある。一方，円柱形の

発静槽は比較的低濃度の原料処理に適しており，縦型の

フ。ロペラ式撹持機と横型のパドル式撹持機を採用してい

る。このため，原料の濃度変化に応、じて移送する発群槽

を選択できるようになっている。

発酵が完了した沼化液は殺菌槽に移送され，蒸気ボイ

ラーの蒸気熱によって加熱殺菌される。殺菌された消化

液は， 3槽の消化液貯留槽のいずれかに移送・貯留され

る。各槽問には閉塞防止対策として， 3kWスクリュー

式移送ポンプを設霞ーした。貯寵された消化液は，消化液

の樹ru場散布11寺期iこ7.5kWのポンプによってスラリータ

ンカーに移送されるο スラリータンカーはバンドスプ

レッダ方式であり，原料を受け入れている酪農家および

同地誌内の畑作農家の回場を対蒙に散布を行うこととし

ている。

各発酵槽で発生したバイオガスは，配管によって同一

ガスホルダに回収される。すなわち，発解槽①で、発生し

たバイオガスは発群槽②の上部に設置されているドーム

型ガスホルダに移送され，発酵槽②のバイオガスと合流

して貯留されることとなる(図 1)。

バイオガスの脱硫は生物脱硫方式を主体とし，活性炭

をI吸着材とした乾式脱硫方式で布Iiう形としている。生物

脱硫方式の脱硫装援は，円柱形発酵槽の上部のドーム型

屋根のガスホルダ内部に設蔵されており，木材を組合せ，

その上にフリース素材の布を設置し，脱硫菌が活動しや

すい環境に整えである。ガスホル夕、、内に滞留したバイオ

ガスに空気を注入することで， 11見硫B!iの活動を利用して

硫化水素を酸化させて脱硫する。生物脱硫が終わったバ

イオガスは，活性炭が充填された乾式脱硫装援に搬送さ

れ， さらに硫化水素濃度を低下させて，発電機およびボ

イラの燃料として供給される。

バイオガス問の発電機には バイオガスと i陸油の 2燃

料で稼働するタイプと，バイオガスのみで稼働するガス

専焼タイプがあるが，本プラントでは化石燃料の使用を

可能な眼り減少させるためにガス専焼タイプのコジェネ

発電機を選定した。設躍した発電機は 108kW，200kW 

の2種類の発電機であり 発酵槽で発生したバイオガス

量に応じて 2種類の発電機を使p分けている。発電機に

おいて発生した電力は施設内機器の電力として，発生し

た熱は熱交換によって溢水に変換され発群槽や原料槽の

加溢に用いられる O

なお，プラント内で余剰となったバイオガスは余剰ガ

ス燃焼装置によって燃焼し，メタンガスが在接大気中に

放出されないようになっている。

100 

40 

20 

4.穣働状況のモニタリング

各発酵槽に投入される原料最は電磁流量計により，パ
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の設定般として 25m3/tを示している。本プラントのバ

イオガス発生量が地のプラントよりも多いのは，平均滞

留日数が長く，多くのバイオガスが生産されたためと考

えられる。

発生したバイオガスのプラント内消費量の内訳をみ

ると， 2007 年 4 月~ 2008年 3月 (2007年度)の平均バ

イオガス発生量平均消費量 1564m3/ 日に対し，王子均消

費量は発電機 1377m3/ 日(消費割合 88%)，ガスボイ

ラ41m3/ 日 (3%)，余剰ガス燃焼装置 146m3/ B (9%) 

であり，発電機での利用割合が最も多かった。ガスボ

イラの消費量が 3%あるが これはプラント稼働初期に

発電機の不調により熱供給が不足したために，ボイラを

補助的に使用したためである。 2008年度は，平均バイ

オガス発生最が 2338m3/ 日であったのに対し，平均消

費量は発電機 2157m3/ 日 (92%)，ガスボイラ 2m3/ 日

(0.1 %)，余剰ガス燃焼装置 179m3/ 日 (8%) であり，

ほとんど、のバイオガスが発電機によって消費されている

ことが明らかとなった。ただし いずれの年度も余剰ガ

ス燃焼装置での消費が 8~9% あり，これに棺当するバ

イオガスが利用されずに廃棄されていることになる。バ

イオガス 1m3当たりの低位発熱量は 21.5M]であり(大

場龍夫， 2008)，灯油 0.58Lに相当する熱量を持っている。

2008年度の余剰ガス燃燐装置で、のバイオガス燃焼最を

灯油量に熱量換算すると約 104L1日，年間約 38000Lと

なり，多量のバイオガスが未利用エネルギーとして廃棄

されていると試算される。

174 その稼働状況積雪寒冷地における集中型バイオガスプラント

理由は，当初の言1-画では増頭を予定していた農家が複数

あったが，その後増頭が行われず¥収集ふん尿量が設計

{直より少なかったことによる。

2. バイオガスの発生霊の推移

日当たりバイオガス発生量および鴻費量の推移を図 3

に示す。 2007 年 2 月~ 2009年 3月の本プラントにおけ

るバイオガス発生震は 18~ 3106m3/ 日，平均 1878m3/

日と変動が大きかった。 2007年 8月はバイオガス発生

が最も少なかったが，これは発酵槽のパドル式提持

機の破損により発静槽への原料投入が抑えられ，メタ

ン発酵が抑制されたためである O また， 2008年 1月も

437m3/ 日と少なかったがこれはプラントのコンビュー

タトラブルによりデータ欠損があったためである。これ

らのデータを除くと， 2013m3/ 日の平均バイオガス発

生景が得られた。安定した稼働で推移した 2008年度の

平均値は 2338m3/ 日であった。

‘ ・・h
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3. バイオガスのメタンおよび硫化水素濃震

国4に，発生したバイオガス中のメタンおよび硫化水

素濃度の推移を示す。

メタン濃度は，プラント稼働当初の 2007年 2丹はわ

ずか 2%と低かったが， 3 ~ 10月は 41~ 55%で推移し，

2008 年 4 月~ 2009年 3月までは 55~ 63%で安定した。

一般的に，メタン発酵によって生成されたバイオガス中

のメタン濃度は 50~ 75%とされている (H.Shulz and B. 

Eder， 2002)。北海道内で稼働している個別型バイオガ

スプラント(石田ら， 2001) および集Iや型バイオガスプ

ラント(栗田ら， 2003) から発生するバイオガス中のメ

500 

。

一般に，ノtイオガス発生霊は投入された原料の発酵

槽の中での滞摺日数が長いほど多くなり，乳牛ふん尿を

50日以上滞留した場合の投入τちあたりのバイオガス発

生量は 0.4m3/kg-TSとされる (Shulzら， 2002)。本プ

ラントに 2008年に投入された原料の平均τちは約 9%で

あったことから，投入1ちからバイオガス発生量を算，':H

すると， 61.3t/臼 x9 % x 0.4m3/kg-TS = 2 207m3/ Bと

なる O このことから，本プラントのバイオガス発生震は

ほぼ理論値どおり発生していることが示された。

また，本プラントのバイオガス発生最を国内で稼働し

ているプラントと比較するために，呂平均バイオガス発

生量を iヨ王子均原料投入量 61.3t/日で除して単位原料当

たりのバイオガス発生量を求めた結果， 38.1m3/tと算出

された。北海道内で稼働しているrド渇発酵のバイオガス

プラント 12基の平均値は 26m3/tであり， 20 ~ 27m3/t 

を示すプラントが多い(農業土木新聞社， 2004) 0 ま

た，独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

(2005) が国内のバイオガスプラントのバイオガス発生

を説査したところ，おおむね 20~ 25m3/tという数値

を示すプラントが多く，プラント稼働の試算をするため

バイオガス発生長および消費量の推移区I3 
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バイオガス中のメタンおよび硫化水素濃度の推移図 4
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4. バイオガスによる発竃景および電力使用量

発電機によって発電された電力量，その施設内利用量

および売電量を罰 5に示す。

2007 年 3 月~ 2008年 3月の平均発電量は 2409m

kWh/日であり，そのうち 15041品川/呂 (62%) が施

設内で利用され， 906 kWh/ B (38%) が電力会社の送

電網への系統連係に逆潮流されて売電が行われた。 2008

年度は平均発電量が 3742kWh/Bあり，このうち施設

内利用が 2026kWh/ B (54 %) ，売電が 1716k羽巾/日

(46%) であった。このように プラント稼働当初から

発電量の多くが施設内で利用されてきたが，最近ではそ

の約半量が売電されていることが明らかとなった。

図6に，プラント内の消費電力量，電気自給率およ

び電力自賄い率の推移を示す。電力自給率(大日方ら，

2005) および電力自賄い率(独立行政法人北海道開発土

木研究所編， 2005) は以下の式によって求めた。

電力自給率(%)全発電量

÷プラント内浩費電力最X 100 

電力白賄p率(%) =発電機由来電力量

÷プラント内消費電力量x100 

2007 :f!三3月から 2008年 3丹までの消費電力量は平均

1692k羽市/告で，そのうち 1504kWh/告が発議機由来，

184kWh/日が電力会社からの受電であり，電力自賄い

率は 86%であった。 2008年度は 8月に消費電力量が低

下したものの，その後増加し，受電力量が少なくなっ

た。その結巣，王子均消費電力量は 2091kWh/日であり，

このうちの 2026kWh/日が発電機出来， 65kWh/日が

受電となり，電力自賄い率が 97%に達した。すなわち，

本プラントでは系外から購入した電力はごくわずかであ

り，プラント内の消費電力のほぼ 100%が発電機で発生

した霞力によって賠われていることになる。

電力自給率は， 2007 年 3 月 ~9 丹は約 120 ~ 220%で

推移していたが，何年 11月には約 110%まで低下した。

その後， 2008年 2月から上昇傾向にあり， 2009年3月

には 210%に達し， 2008年度の平均電力自給事は 179%

と高かった。個別のバイオガスプラントの事例(石田ら，

2002) では，自家消費電力の約 9倍もの発電量が得られ

(電力自給率 900%)，膨大な余剰電気エネルギーが生じ

菊池貞雄 梅津一孝 務Ihi%医洋・竹内奥11111.大井基JI:.城石佼一 .11吉松武道芸・保子l'翠ー

タン濃度はいずれも，おおむね 60%で推移していると

報告されている O 本プラントにおける 2008年度の平均

メタン濃度は 57.6%であり おおむね顕調な発酵が行わ

れていると考えられる。

一方，硫化水素濃度は， 2007年 3~ 11 月は 100~

260ppmの聞で推移し， 2008年度は 160ppmから 40ppm

前後にまで低下する傾向を示した。一般に，メタン発酵

槽から発生するバイオガス中の硫化水素の標準的な濃

度は 1000 ~ 3 OOOppmとされており，これがガス配管

用のパイプやボイラなどガス利用機器の腐食をもたら

す原因となっている(梅津， 2004)。このため，家藷ふ

ん尿を原料としたプラントでは硫化水素濃度を 200pmm

以下に抑えられるように設計されることが多い(大場，

2008)。脱硫技術としては各種方法が提案されているが，

現在のところランニングコストが安価な生物脱硫方式，

あるいは高い脱硫能力を手ぎする乾式脱硫方式が実用的な

方法として利用されている(浅野， 2002)0 北口ら (2003)

は，生物IJ昆硫による脱硫効果は空気の注入位置，空気と

バイオガスの混合しやすさ 空気注入量に大きく影響さ

れ，発酵槽上部のヘッドスペースへの投入ならび、にバイ

オガスとの混合均一化によって十分な脱硫効果が得られ

ることを報告している。また，注入する空気量が多いほ

ど硫化水素減少率が高いとしている(北口ら， 2003) が，

大槻ら (2005) の生物脱硫試験では 1~3%の低い空気

注入率でも安定的に低減できることが示されている。

本プラントでは，発酵槽①の上部にドーム型の生物税

硫装置を設置しており， ドーム内に空気を 5%程度注入

している。注入した空気はあらかじめドーム内の 4箇所

に分岐配管されたパイプ先端から排出されるようになっ

ており，バイオガスと空気が均一に混合される構造に

なっている。また，生物脱硫後には，活性炭を用いた乾

式脱硫槽を通過させ，残存した硫化水素を活性炭表面で

空気中の酸素によって酸化する。同時に，バイオガス中

の水分もi吸著除去しており，酸化された硫化水素と水か

ら硫駿が生成され，硫化水素と水が同時にI吸着除去され

る仕組みとなっている O 本プラントは，これらの 2種類

の脱硫方法を併用しているために，硫化水素濃度が軽減

されたと考えられる。
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ることが示されている O 大日方 (2005) は，研究施設が

併設されている集中型バイオガスプラントの発電力量お

よび消費電力量を調査したところ，安定稼働時の電力自

給率は約 80~ 160%であり，その変動要国が処理機械

および発電機の稼働時間や稼働バランスにあることを指

摘している。本プラントの電力自給率は，全期間におい

て 100%を超えており， 2008年 4月以降はほぼ 150%以

上の高い値を保っていた。これは，本プラントでは安定

した発電が行われている上，複数の処理機械の稼働時間

を分散化させているためと考えられる。

5.沼化液の利用

表 3に，本プラントで発生した消化液中の肥料成分を

分析した結果を示す。

消化液中の三要素の平均成分量は，窒素 2.59g/kg，

リン酸1.43g/kg，カリウム 4.79g・/kgと豊富に含まれて

表 3 消化液の肥料成分分析値

窒素 リン陵 カリウム カ)~シウム マグネシウム

N P20S KzO CaO MgO 

20昨年度 2.94 1.31 4.65 1.41 0.61 

2008年度 2.23 1.54 4.92 1.39 0.65 

平均 2.59 1.43 4.79 1.40 0.63 

おり，作物の栄養素として利活用できることが示された。

また，作物にとって主要元素であるカルシウム(1.40g/

kg) およびマグネシウム (0.63g/kg) も多く含まれてい

ることから，土壌のミネラルバランス改善資材，作物へ

の栄養素供給資材として役立つことが考えられた。

本プラントの消化液は，施設職員が農家の希望に応じ，

全量を施設利用酪農家および周辺畑作農家の臨場に散布

している。散布量ーや散布方法については，地域農業改良

普及センターや農協と相談し，土壌診断値を基に作物お

よび掴場ごとに決定して行っている。表 4は，消化液

の農家種類別の散布面積およびその量を示したものであ

る。 2007年度は合計散布面積 278ha，散布量 10247tで

あったのに対し， 2008年度はそれぞれ 561ha，1 8440t 

までに増加している。本プラント稼働当初の 2007年か

ら周辺農家の臨場において試験的に消化液散布試験を

行った結果，作物の増収，品質改善および化学肥料費の

削減などが認められ(独立行政法人土木研究所寒地土木

研究所編， 2009)，そのために翌年以降の畑作農家での

需要震が増加したと考えられる。

6.集中型バイオガスプラントの経済収支

本プラントの 2008年度における経済収支を表 5にま

とめた。

収入は，プラント利用料金，売電料金，消化液散布料

表 4 消化液の農家種類別の散布面積および量

畑作農家臨場 合計

面積 散布設 面干fi 散布翠 面積 散布量
(ha) (t) (ha) (t) (ha) ( t ) 

2007年度 255 9308 23 939 278 10247 

2008年度 351 10 183 210 8257 561 18440 

表 5 集中型バイオガスプラントの経済収支 (2008年度)

日

収入 プラント利用料金 8753 12000円/頭

売電料金 4945 平日昼間 9.5円/kWh，その他4.5円/kWh

消化液散布料金 9077 500円/t

有機性汚泥処理料金 4566 脱水汚泥 12000円/t

機械・施設使用料金 1047 

合計 28388 

支出 9514 プラント維持管理

水道光熱費 2586 電気，水道，ガス

消耗品費 5686 発電機，撹持機等消耗品費

燃料費 1915 原料運搬収集車，事務所暖房燃料

修繕費 2590 消化液散布機，撹持機等修理費

保険料 71 車両保険

租税公課 357 自動車重量税，法人税

委託料 1500 メンテナンス，電気保安業務

その他 372 

合計 24591 
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金，有機性汚泥処理料金，機械・施設利用料金で構成され，

いずれの項目も重要な収入源となっている。プラント利

用料金は利用艶農家のふん尿処理料金に相当し，乳牛成

牛換算で、12000円/頭となっている。消化液散布料金は，

本プラント職員が消化液の運搬および散布作業を行うこ

とで， 500円/tを農家が負担している。売電は，平自

畳間 9.5円/kWh，夜間・祝祭日 4.5丹/kWhの単価で

取引し， 2008年度は約 624MWhの販売実績があった。

支出は，人件費，水道光熱費，消耗品費，燃料費および、

修繕費のプラント維持管理費がほとんどを占める。本プ

ラントでは利用組合を設立して職員 3名を雇用し，町か

らプラント運営業務を委託して運営している。これらの

結果， 2008年度のプラント収入は 28388千円，支出は

24451千円であり，プラス収支での運営が可能となって

いる。

全国の集中型バイオガスプラントの経済収支(独立行

政法人土木研究所寒地土木研究所編， 2009) をみると，

例えば，京都府南丹市のプラントでは乳牛，肉用牛，豚，

鶏のふん尿を受け入れているが，消化液の散布臨場を十

分に確保できないことから放流するための排水処理費が

増加しており，今後，経済収支を改善することが大きな

諜題となっている。一方，熊本県山鹿市の集中型バイオ

ガスプラントでは，乳牛，肉用4，豚，生ゴミ，集落排

水汚泥を受け入れて有機性廃棄物の処理料金を収入に見

込んでいるとともに，消化液の運搬・散布料金や堆肥販

売料を徴収することによって，経済収支をプラスにして

いる。北海道別海町の集中型プラントでは，近隣の乳製

品加工場からの加工残さを受け入れることによって収入

を増加させており，集中型プラントの経営を安定化させ

るには，地域バイオマスを積極的に受け入れることの重

要さを示している。

本プラントでは，有機性廃棄物の処理収入があること，

周辺倒場に消化液を全量散布できことによって消化液散

布料金を得ていることから，排水処理施設を併設してい

る集中型バイオガスプラントに比べると恵まれた環境に

あるといえる。しかし，今後，プラントの設備機械や原

料の収集運搬車，消化液の散布車の老朽化に伴い，修繕

経費の増加が予想される。

今後の課題としては，浄化槽汚泥以外の地域で発生す

る有機性廃棄物を受け入れること，消化液の肥料効果(松

下ドら， 2002. Umetsuら， 2001) や土壌国粒形成などの

土壌改良効果(保井ら， 2005) に関する情報を提供しな

がら消化液の f価値Jを強調すること，発電に頼らない

バイオガスの直接利用を検討すること，などが重要であ

る。そのために，本プラントの継続的なモニタリングを

実施しながら，プラント受け入れ有機性廃棄物の種類お

よび量の変動，消化液単価の見直し，バイオガス精製技

術の導入，精製バイオガスの販売などをシミュレートし

ながら，経済収支がより昆好となるプラント運営を検討

する必要がある。

描要

北海道十勝管内鹿追町の集中型バイオガスプラントを

対象とし，建設の基本コンセプトを整理するとともに，

本プラントの稼働状況について調査した。また，生産さ

れた消化液の利用状況ならびにプラントの経済収支につ

いても調査した。安定稼働で推移した 2008年度の結果

を中心に要約すると，以下のようになる。

1)本プラントの建設コンセプトは，スケールメリット

を発現させコストダウンを可能なものとし，施設側が

農家のふん尿および消化液を収集・運搬・散布するこ

と原料凍結や閉塞が生じない施設であること，発生

したエネルギーや消化液を広範閤に利用できることで

あった。

2)原料投入量は 61.3t/日であり，計画処理量 85説/臼

に対して稼働率 71%となっていた。原料の平均滞留

日数は 52.2日であり，設計値 37日に比べ長かった。

3)バイオガス発生量は王子均 2338m3/ 日であり，ほぼ理

論値どおり発生していた。発生したバイオガスは，発

電機での消費量が 92%を占めており，ガスボイラや

余剰ガス燃焼装置での利用はわずかであった。

4)バイオガス中の平均メタン濃度は 57.6%であり， )1質

調な発酵が行われていることが示された。生物脱硫お

よび乾式脱硫を併用することによって，硫化水素濃度

が40ppm前後にまで低下した。

5)王子均発電量は 3742kWh/日であり，このうちの 54%

が施設内で利用され， 46%が売電されていた。プラ

ント内の平均消費電力量は 2091k羽1h/EIであり，こ

のうち 2026kWh/日が発電機由来となっており，電

力自賠い率が 97%に達した。電力自給率は 179%と高

かった。

6)消化液には肥料成分が豊富に含まれており，消化液

の散布面積が 561ha，散布量は 18440tまで増加したタ

また，プラントの収入源はプラント利用料金，売電料

金，消化液散布料金，有機性廃棄物処理料金などが大

きく，経済収支はプラスで運営されていた。
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Integration of Centralized Biogas Plant and Its Performance in Cold Region 
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Abs士ract

Centralized biogas plant for dairy manure from 1 300 cattle heads was built in Shikaoi town in Hokkaido with the 

capacity of manure loading of 85.8t/ day， with 37 days of average HRT and operated at 38
0

C temperaturε. In fiscal year 

2008， utilization rate was 71% as the manure loading rate was 61.3t/day for the planned processing amount of 85.8t/ 

day. Therefore， the average HRTwas increased to 52.2 days. From the average biogas production of 2 338m3/ day， 92% 

was consumed in power generation. Average methane concentration of produced biogas was 57.6% and H
2
S concentra-

tion was decreased up to about 40ppm. The average amount of power generation was 3 742 kilowatt司hour/dayand 54% 

of the power was used in the facili匂Titselfwhile 46% was sold to Hokkaido elec凶cpower company.τne applied area of 

digested slurry in fiscal year 2008 was 561ha and the amount of applied slurry was 18 440t. 

Keywords: Snowy cold region， Biofuel， Centralized biogas plant， Slur・ry，Selling elec汀icityto a power company， 

Economic balance 
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