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ナメコ廃菌床を原料にしたベレット製造試験

武田宏

要旨:ナメコ廃菌床の含水率を 7.7~ 29.2wet %に認殺し，製造したペレットについて「木質ペレッ

ト品質規格Jに沿って品質試験念行った。その結果，ベレット含水喜界は原料含水喜界よりも約 3wet% 

減少した。ベレットのかさ密度は原料含水率の低下とともに言語くなる傾向があった。しかし木質

ベレット品質続格j のかさ密度には 750kglm'以下のよ限基溶があり，この上限基準を満たすために

は原料の含水率を 12wet%以上にする必婆があった。また，機械的耐久伎は原料の含水率が 10wet%を

下回るとぱらつきが大きくなり，基準である 97.5%以上を満たさないことがあった。以上のことから，

ナメコ廃菌床を原料iこペレットを製造する場合は原料の合水率在 12~ J3wet%に認致することで f木

質ベレット品質規格Jに適合したベレットが製造できると考えられた。

1 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

れる廃菌床も多く，県林政課資料によると平成22年には

約15万トンの廃菌床が発生している。それらの廃菌床の

多くは燃料や堆肥として処理されており，燃料としての

利用は生産規模の大きなきのこ生産施設で行われる場合

が多い。それに対し，比較的小規模のきのこ生産施設の

場合は堆肥として利用されているが，堆肥は施照時期が

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生産施設が多い。この

ため，大量に発生する箆務床を処理しきれないことがあ

ることから，県外まで搬送して処理しており，きのこ生

産者の経営をEE返する婆密のひとつとなっている。

筆者は，きのこ廃諸床の直接燃焼によるバイオマスエ

ネノレギーとしての利用を検討するために，きのこ廃菌床

の発熱震と灰分の撚料特性を検討した(武問 2010)。

その結果，きのこ廃蘭床の発熱量は約450 OkcalJkgとき

のこの種類によって大差はないものの，灰分はコメヌカ

を栄養添加材に使用しているエノキタケなどの廃麓床で

は6%以上であるのに対し，コメヌカを栄養添加林に使

用していないナメコの場合は3.0"-'4.6%と，きのこ蕗菌

床の中では比較的少ないことが明らかになった。

この試験の結果では，ナメコ廃葱床の灰分は一般的な

製材所で排出されるスギ樹皮とほぼ同等であり(武田

2010) ，平成23年3月に制定された f木質ベレット品質

規格J(一般社盟法人日本木質ベレット協会 2011，以

下路)の灰分の基準である 5%以下を満たすことから，

スギ樹皮肉様にベレット化(武田 2011) することによ

って，より取り扱いやすいバイオマスエネルギーとして

の利用が可設であると考えられる。

きのこ箆菌床のベレット化については，野村 (2004)，

山田ら (2007) による試験例があるが，試験に使用した

溌蕗床のきのこの種類が不明であったり，原料の含水率

を減少させるために他の木質バイオマスと混合して製造

しているなど，特定された原料による報告は少ない。

そこで，きのこ廃箆床のなかでも灰分が比絞的少ない

ナメコ廃萄床だけを用い，会水率を調整し，製造したベ

レットについて f木賞ベレット品質規格j に沿って品質

を検討した。

試験を行うにあたり木質ベ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 fキノコ栽培廃葱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。
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E 試験方法

ベレット製造試験に用いたナメコ廃菌床は当森林研究

所で排出されたものである。培地基材には広葉樹おが粉

とコーンコブミーノレを容積比で7: 3に混合し，栄養添加

材としてフス?を培地基材に対して容積比で10: 2の割

合で混合したものである。

ナメコ廃菌床は自然乾燥主せて含水率を調整し， 7.7 

~29. 2wet %の異なる含水率をもっ12種類の試験材料と

した。そして，それぞれの含水率を調整したナメコ廃菌

床からベレット製造機(新興工機株式会社TS -55，ダ

イスの穴の径6.5mm・ザグリ径6.8mm'淳さ 30mm) を

用いてベレット会製造した。このダイスは，スギ樹皮ベ

レットの製造試験(武1332011) に使用したダイスと問

じものである。

製造は， 12穏類の原料について1.5~2. Okgをl回とし

て，それぞれ4~5閉ベレットを製造し，各回に製造直後

のダイスの温度を測定した。その際，含水率を調整した

それぞれの原料の 1回目の製造ではダイスの温度が十分

によがっていないことがあったため，その後の計減対象

から除外した。 2回目以降に製造したベレットを常損に

下がったところでポリ袋に入れて密封し，各回の含水率

を測定し，平均して，調整した原料ごとの含水率を算出

した。

その後， JJ衣料の含水率ごとにペレットをー袋にまとめ，

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，飽々の密度を算出した。ま

た，かさ密度と機械的耐久性については「水質ベレット

品質規格Jにしたがって測定した。ただし，含水率29.2

wet%に調整した原料はベレットに成型できなかったの

で，ダイスの温度と合水率の計澱のみを行った。

なお，本文中の含水率は熊締 (2004) にしたがい湿量

基準 (wet%) を用いた。

E 結果

1 ペレット含水率及びダイスの遺産

原料含水率と製造したベレット含水率，ダイスの温度

との関係をそれぞれ図1，2に示した。

ベレット含水率はベレットの製造にともなって約3%

の割合で減少する傾向が認、められた。ダイスの温度は原

料含水率が増加すると低下する傾向があった。また含水

率29.2wet%に調整した原料はベレット lこ成型できな

く， 22.4wet%に調整した原料はベレットに成裂できた

ものの，保存していたポリ袋中でカピが発生していた。

2 ベレツトの長さ・直径・密度

原料含水率と製造したベレットの長さ，直径，個々の

密度との関係を図3，4， 5に示した。

ベレットの長さは，原料合水率が変化しでも大きな違

いはなく，ほぽ一定であった。ベレットの直径は，ダイ

スの穴の径が6.5mmであるが ほとんどが6.5mm以下

となっていた。また，ベレットの個々の密度は，原料含

水率が高くなると低くなる傾向があるが有意ではなかっ

た (p)0.05)。

3 ペレツトのかさ密度・様様的酎久性

原料含水率とベレットのかさ密度，機械的耐久性との

関係を図6，7に示した。

ベレットのかさ密度は，原料含水率が高くなると{尽

くなる傾向が認められた。ベレットの機械的耐久性は，

原料含水率が10we仇以上では安定して基準の97.5%以上

だが，原料含水率が10wet%を下回ると97.5%以下の場合

もあり，ぱらつきが大きくなっていた。
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w 考察

平成19年に策定された f木質ベレット品質続格原案J

(財団法人日本住宅・木材技術センター 2007，以下略)

は，平成23年3月に f木質ベレット品質規格j として新

たに制定された。供試したナメコ廃蕗床の発熱量と灰分

は，この「水質ベレット品質規格j の基準を満たしてお

り(武悶 2010)，ベレットの原料としての利用が期待

できる。

製造したベレットの含水率は，原料合水率と比較する

と約3%減少する傾向があった。この含水率の減少度合

いは開じ形状のダイス凌用いたスギ樹皮を原料とした製

造試験(武田 2011)の約5%と比較すると 2%ほど低い

が，スギ樹皮を原料とした場合と比較して原料がダイス

の穴を通過する擦の摩擦が少なくダイスの温度がよがら

ないためと考えられる。そのため木質ベレット品質

規格Jの含水率の基準である 10%以下を満たすためには，

原料含水率を概ね13wet%以下に調整する必要がある。

ベレットの長さと個々の密度については，スギ樹皮で

は原料含水率が増加すると長さが長く，館々の密度が低

くなる傾向が認められている(武悶 2011)。また，サ

サ(三木ら 2006)やトドマツ樹皮(山田 2006) を原料

にした試験でも，原料含水率が増加するとベレットの偲

々の密度が減少する傾向がある。しかし今田製造したベ

レットではこのような傾向は認められなかった。供試し

たナメコ廃菌床には，広葉樹おが粉の他にコ}ンコブミ

ーノレとフスマが培地基材や栄養添加林として混合されて

おり，複数の原料から成り立っているため，ベレットの

長さや偲々の密度に原料含水率の影響が起きにくいのか

もしれない。

ベレットのかさ密度では，原料含水率が増加すると減

少する傾向があり，ササ(三木ら 2006)， トドマツ樹

皮(山岡 2006)，スギ樹皮(武罰 2011) を原料とした
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試験と同様であった。そのため「木質ベレット品質規格J

のかさ密度の下限基準である650kg! m'以上を満たすた

めには，原料含水率を概ね20we仇以下にする必要があ

る。しかし木質ベレット品質規格Jでは木質ベ

レット品質規格原案Jには示されていなかった750kg!ば

以下というかさ密度の上限基準が示されている。この上

限基準にしたがえば，原料合水率を概ね12wet%以上に

調整する必要がある。したがって木質ベレット品質

規格j のかさ密度の基準650kg!ば以よかっ750kg!ば以

下の基準を満たすためには，原料含水率を 12~20weのも

に調整する必要がある。

また，ベレットの機械的樹久性では原料含水率が10

wet%以上では機械的耐久性の基準を満たしていたが， 10 

weのもを下回るとぱらつきが大きくなり 97.5%以上の基準

を満たさない場合もあった。

以上のことから，ナメコ廃茜床を原料にベレットを製

造する場合，原料含水率と製造したベレットの品質を総

合的に判断すると，涼料含水率を 12~13wet%に調整す

ることで f木震ベレット品質規格j に適合したベレット

が製造できると考えられる。

v おわりに

今回の試験では，森林研究所で排出されたナメコ廃菌

床だけを原料にして製造したベレットの品質を検討した

が，ナメコ生産施設によって使用する培地基材や栄養添

加材の種類や配合割合が異なっている。そのため実際に

ナメコ廃蕗床を原料にベレット製造を行う場合は，廃菌

床に応じた含水率の微調整が必要になると考えられる。
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