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まえがき

バイオマスとは，農林水産資源，有機性廃棄物など生物

由来の再生可能な有機性資源を指す。再生可能であること

が大きな特徴で，化石資源と対比される。

京都議定書の批准によりわが国には温室効果ガスを

1990 年比 6 ％削減に取り組む義務が生じ，2002 年 9 月に

閉幕したヨハネスブルク地球環境サミットにおいても地球

温暖化防止の本格的取組みの重要性が確認された。バイオ

マスをエネルギーや製品として総合的に利活用することは，

地球温暖化防止に貢献するとともに，持続的に発展可能な

循環型社会の形成の具体的な手段として，国策レベルで積

極的に推進されることとなった。その中心となるのが，経

済産業省，環境省，農林水産省，国土交通省，文部科学省

の 5 省共同で進められている「バイオマス・ニッポン」で

ある。

富士電機は，主として「発電」という切り口でバイオマ

スの利活用技術の開発または他社との提携による製品化を

目指している。本稿では，食品系廃棄物および家畜排せつ

物を対象とする取組み状況を中心に紹介する。

バイオガス利用の燃料電池技術

発電効率が高く，排気がクリーンな燃料電池は，次世代

型分散電源として広く普及が期待されている。富士電機は，

りん酸形燃料電池（PAFC）を自社開発し，これまでに

100 基を超える納入実績がある。メタン発酵により生じる

バイオガス（下水処理場の場合は消化ガスと呼ばれる）を

利用したコージェネレーションシステムについても，納入

実績を伸ばしつつあり，さらにバイオガス利用の適用範囲

を広げるべく，技術開発を進めている。ここでは納入事例

と技術開発成果を紹介する。

２.１ 環境省向け生ごみバイオガス化燃料電池発電施設

環境省の地球温暖化対策実施検証事業において，生ごみ

を原料とするメタン発酵・燃料電池発電施設を受注，建設

し，2001 年 7 月に納入した。さらに，2001 年 9 月から

2003 年度までの実証期間の運営管理も鹿島建設（株）との

JV（Joint Venture）にて受託，実施中である。施設の諸

元を以下に示す。また，施設の外観を図１に示す。

™対象原料 ：事業系（ホテルなど）生ごみ

™処理能力 ：6 t/日

™発酵システム ：固定床式高温メタン発酵処理

™設計メタン濃度：65 ％

™発電システム ：100 kWりん酸形燃料電池発電システ

ム

™排水処理 ：浸漬膜活性汚泥法

２.２ 山形市向け下水消化ガス燃料電池発電システム

山形市浄化センター向けに下水消化ガス燃料電池発電シ

ステムを 2002 年 3 月に納入した。同センターは 1988 年に

省エネルギーの一環として消化ガスエンジン発電機を導入

し，エネルギー利用を進めてきたが，処理量増加に伴い余

剰消化ガス処理の必要が生じ，発電機増設の際に環境負荷

の小さい燃料電池発電システムを選択，採用いただいた。

燃料電池発電システムの諸元を以下に示す。

™型　式 ：りん酸形水冷式燃料電池

™出力・数量 ：100 kW× 2台
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図１　生ごみバイオガス化燃料電池発電施設の外観
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™設計メタン濃度： 60 ％

™定格電圧 ： 200V（変圧器により 6,600Vに昇圧）

™エネルギー効率：電気 38 ％，熱 49 ％，総合 87 ％

２.３ 低濃度メタンバイオガス用燃料電池の開発

バイオガスのメタン濃度は，投入原料により 50 ～ 70 ％

程度の範囲で異なる。また，投入原料によってはその性状

変動に起因してメタン濃度およびカロリーの数％程度の変

動は避けられない。これまでの燃料電池の納入事例では，

平均メタン濃度は 60 ％前後であったが，今後，適用範囲

を拡大するためには，50 ％前後の低濃度メタンバイオガ

スでも安定的に運転できることが望ましい。

このため，100 kWりん酸形燃料電池発電システムにつ

いて，低濃度メタンバイオガスでの検証試験を実施した。

試験は，都市ガス 13Aと二酸化炭素を混合してメタン濃

度 60 ％，50 ％および 40 ％に相当する模擬ガスを調製し，

このガスを用いて発電することで，出力，発電効率，各種

状態量を測定した。

試験結果を表１に示す。本試験の結果，メタン濃度

50 ％および 40 ％相当においても，出力を下げることで安

定運転が可能であり，発電効率も低下しないという結果が

得られた。これにより，50 ％前後の低濃度メタンバイオ

ガスであっても，100 kWりん酸形燃料電池発電システム

を安定的に運転できることを検証した。

食品系廃棄物のメタン発酵技術の開発

家庭や事業所から発生する生ごみ〔厨芥（ちゅうかい）〕，

食品工場残 （ざんさ）などの食品系廃棄物は，現状では

大部分が焼却または埋立て処分されているが，バイオマス

利活用の推進施策および「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」（食品リサイクル法）の施行を背景に，

飼料化，肥料化，エネルギー化などの再生利用の取組みが

進められている。メタン発酵は，有機物を嫌気性条件下で

メタン（CH4）約 60 ％，二酸化炭素（CO2）約 40 ％のバ

イオガスに転換し，発電などに利用する技術である。水分

の多い原料から有効にエネルギー回収ができるので，食品

系廃棄物の利活用の有望な選択肢の一つである。

富士電機は，1980 年代に中温（約 37 ℃）メタン発酵技

術を自社開発したが，より高効率の発酵が可能な高温（約

55 ℃）発酵によるメタン発酵システムの開発を 2001 年度

から行っている。

３.１ メタン発酵原理

メタン発酵は，対象となる原料の成分によって異なる，

数多くの嫌気性微生物の分解作用によって最終的に CH4

と CO2が生成される反応の総称である。その過程は，図２

に示すような分解過程模式図に示すことができる。メタン

発酵は，これらの菌群の共生に基づくバランスのうえに成

り立っており，30 ～ 36 ℃が最適な中温菌による中温発酵

と，50 ～ 57 ℃が最適な高温菌による高温発酵がある。

３.２ 開発内容

食品系廃棄物を対象にしたメタン発酵システムは，大別

して前処理設備，発酵設備，ガス利用設備，廃液処理設備

から構成される。本開発は，高負荷・高速発酵を安定的に

行えるコンパクトなメタン発酵システムの実用化を目指す

もので，次の主要課題について実施している。

前処理技術の開発

前処理では，異物の分別および破砕・微細化のシステム

開発と検証を実施している。

高負荷・高速発酵技術の開発

発酵設備については，メタン発酵の高負荷化，効率化に

着目し，COD（Chemical Oxygen Demand）容積負荷で

25 kgCODCr/m3d 以上を目標性能指標とした技術開発を進

めている。

菌相解析技術の開発

発酵槽の装置設計，運転手法の確立において，どの種類

の菌がどのような挙動を示すかを解析することは有効と考

えられるが，メタン発酵の開発においては経験工学的要素

がこれまで強く，ほとんど解明されていなかった。富士電

機は，解析的アプローチを取り入れるべく，遺伝子工学を

利用した菌相解析手法の確立を進めている。

廃液処理技術の開発

廃液処理設備については，BOD（Biochemical Oxygen

Demand），SS（Suspended Solids），全窒素，全りんを低

コストで除去する技術開発を進めている。
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表１　模擬バイオガスによる100 kWりん酸燃料電池の運転検証 

　　　結果 

CH4濃度 
（％相当） 

模擬ガス 
13A濃度 
（％） 

50 

41 

33

100 

84 

65

36.8 

37.4 

37.9

60 

50 

40

出力 
（kW） 

送電端効率 
（％） 

生物分解性有機物 

生物難分解性 
有機物 

加水分解反応 

アミノ酸，炭水化物 

プロピオン酸 

硫酸還元菌 

酢酸 CH3COOH 酢酸酸化分解菌 

嫌気性発酵微生物 

酢酸資化性メタン生成菌 水素資化性メタン生成菌 

嫌気性酸化微生物 

脂肪酸 

CH4

H2 CO2＋ 

図２　メタン発酵分解過程模式図
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３.３ 開発状況

高負荷・高速発酵技術として，COD 容積負荷 36 kg

CODCr/m3dで安定的に運転できることを 2 L 発酵槽にて

確認した。図３は高負荷発酵実験の COD容積負荷とガス

発生量の推移を示す。ガス発生量は COD容積負荷 36 kg

CODCr/m3dにおいても，理論値の 90 ％程度に相当すると

計算され，高効率の発酵状態を維持している。

さらに富士電機・千葉工場内に処理能力 20 kg/dのミニ

プラント（図４参照）を設置し，食堂厨芥を原料として高

負荷での連続安定運転を検証中である。

菌相解析技術では，全菌活性測定法，FISH（Fluores-

cent In Situ Hybridization）法の手法をこれまでにほぼ確

立し，装置設計および運転手法の確立への活用を開始した。

メタン発酵槽内の菌相の実態顕微鏡写真（撮影倍率：400

倍）を図５に，同視野についての FISH 法による多重染色

写真（赤：真正細菌，緑：メタン菌）を図６に示す。

家畜排せつ物のメタン発酵廃液処理技術の開発

「家畜排せつ物適正処理法」により，野積み・素掘りな

どの不適正管理を 2004 年 11 月までに解消することが義務

づけられ，家畜排せつ物処理施設の整備が全国的に進めら

れている。

家畜排せつ物のメタン発酵発電は，適正処理とバイオマ

スの利活用を両立させる有望な処理方式の一つと考えられ，

すでに国内で 20か所以上が稼動し，実用段階にある。富

士電機は，このうち 8か所の納入実績を有するコーンズ・

シュマック・バイオガス社との営業協力を進めている。

コーンズ式のメタン発酵システムは，湿式中温発酵式で数

十日以上の十分な滞留日数とし，バイオガス回収のみでな

く，十分に熟成した消化脱離液を農地に液肥として還元す

ることに主眼をおいたシステムである。

４.１ 開発内容

消化脱離液の農地散布が難しい地域への本システムの普

及を目指し，消化脱離液を河川放流可能な水質に浄化する

技術の開発を 2001 年度から実施してきた。消化脱離液は，

高濃度のアンモニア態窒素とりんを含有する一方で BOD

成分が少なく生物処理に不向きであり，高い色度も呈する。

除去コストがかさみ，冬季には十分な処理水質が得られ難

いという課題がある。

開発システムは，物理化学処理であるアンモニアスト

リッピングと生物処理を組み合わせ，冬季にも安定した水

質を確保し，かつ運転コスト低減を狙うものである。

2002 年度は，北海道の牧場内の牛ふん尿バイオガス施
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図３　2 L発酵槽実験による高容積負荷の検証試験結果

図４　食品系廃棄物メタン発酵ミニプラント

図５　生ごみメタン発酵槽の菌相の実態顕微鏡写真

図６　FISH法による生ごみメタン発酵槽の菌相写真
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設に隣接した 3 t/d 規模のパイロットプラントにてフィー

ルド実証を行った。パイロットプラントのフローを図７に

示す。

４.２ 試験結果

試験結果のまとめを表２に示す。原液は全窒素/BOD比

が 1 以上であり，生物的脱窒処理の困難な性状である。本

フィールド実証の結果，アンモニアストリッピングにより

アンモニア態窒素の 90 ％以上が除去できること，滞留日

数 10 日の生物処理槽との組合せにより，全窒素と BOD

を法規制値（全窒素 120mg/L，日間平均では 60mg/L，

BOD160mg/L，日間平均で 120mg/L）以下に安定的に低

減できることを検証した。

あとがき

富士電機は，燃料電池のリーディングカンパニーとして，

本稿で紹介した納入事例のようなバイオガス対応のりん酸

形燃料電池を今後も提供していく。

また，食品系廃棄物や家畜排せつ物のバイオガス化技術そ

のものの普及に貢献するため，低コストのメタン発酵技術

および消化廃液処理技術の確立を目指し，研究開発を行っ

ている。

このような研究開発と施設の納入・運営ノウハウをもっ

てバイオガス化技術および燃料電池の普及に努めることで，

地球規模の環境改善に貢献していく所存である。

参考文献

久保田康幹ほか．バイオマスエネルギー利用の燃料電池の

現状と展望．富士時報．vol.75，no.5，2002，p.295-298．

矢後賢次，黒田健一．燃料電池による消化ガス発電．第

39 回下水道研究発表会講演集．1-7-5，2002．

（2）

（1）

富士時報 Vol.76 No.2 2003

132（32）

消化廃液 
処理水 

脱水汚泥 蒸気 

ボイラ 
オゾン発生器 

脱水機 
熱 
交換器 

大気放出 
大気放出 凝集剤 

ばっ気槽 
放散塔 

アン 
モニア 
分解塔 

オゾン 
分解塔 

オゾン 
反応塔 

図７　家畜排せつ物メタン発酵廃液処理パイロットプラント

フロー

表２　家畜排せつ物メタン発酵廃液処理システムフィールド試験 

　　　結果 

項目 単位 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L

1,900 

26,000 

2,800 

580

33 

23 

36 

13

BOD 

SS 

全窒素 

全りん 

消化液 処理水 

98.3％ 

99.9％ 

98.7％ 

97.8％ 

除去率 
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