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企画セッション参加者の皆様へ 

 

回答および対応が遅くなり、申し訳ございませんでした。 

以下の質問に対する回答は、バイオマス系廃棄物研究部会 部会長である大門裕之 

（豊橋技術科学大学）の見解であることご理解ください。質問と回答が合っていない

かもしれませんが、あらかじめご了承願います。 

 明らかな間違いや不備があれば、お知らせください。修正および改善をさせていた

だきます。これからもバイオマス系廃棄物研究部会の活動にご理解とご協力をどうぞ

宜しく御願い申し上げます。 

2018年 10月 13日 

 

Q7. 本日の企画セッションに対して、ご質問・ご意見・ご要望があれば、お聞か

せください。 

 

中島処理場で入れる生ごみは一般家庭から排出されたもの？ 

＞豊橋市の分別方法に従って集められたものです。受け入れている生ごみは家庭

系と事業系のものとがあります。となります。 

詳しくは、豊橋市のゴミ分別手引きをご確認ください。 

http://www2.city.toyohashi.aichi.jp/kankyo/dictionary/ 

http://www2.city.toyohashi.aichi.jp/kankyo/dictionary/


中島処理場での発酵残渣の処理をもう少し聞きたかった。 

＞発酵残渣（下水汚泥）は脱水して焼却を行い、焼却灰としてセメント原料や建

設資材など再生利用する施設に搬出します。脱水工程で発生する脱水ろ液は、返

流水として下水処理場の最初の工程に戻して、流入汚水と合わせて水処理を行い

ます。 

 

乾式縦型の紹介が良かった。 

＞ありがとうございます。 

 

横型のユーザーも参加するともっとよかった。 

＞次年度、予定をしております。 

 

最近は LCA的な視点からの評価はあまり必要とされないのでしょうか？ 

＞重要な評価手法であり、最近も必要とされております。今回の講演では、この

視点からの議論までには及びませんでしたが、それぞれ行っております。 

 

小型施設の原料としてし尿処理施設の脱水汚泥も可能でしょうか？ 

＞調整は必要ですが、可能です。 

 

タイムリーな企画で面白かったです。 

＞ありがとうございます。 

 

発表内容と同一資料の準備を希望します。 

＞小林先生に送ります。 

 

水処理インフラがあっても脱水して乾式バイオガス化を行う方が有利になる局面

はあるでしょうか（GHG削減、コストなど）？ 

＞古賀様、いかがなものでしょうか。 

あるかもしれません。投入前に水分を多く含むカットくず野菜などは効果がでる



と思います。受入を行う原料によると思います。 

 

規模別の考え方がよく分かった。 

＞ありがとうございます。 

 

時間が短い（人数と時間配分のバランス） 

＞限られた時間内で、広く浅く現在の状況を紹介させていただきました。 

次年度、より論点を絞った企画セッションを考えます。 

 

導入事例の紹介としてももう少しテーマを決めて（説明の共通ポイント） 

＞次年度の参考にさせていただきます。 

 

内容が比較できるようなプレゼンにしてほしかった。 

＞それぞれの目的や原料に合わせたシステムであり、一概に比較できるものでは

ございません。しかし、プレゼン内容を統一し、理解し易いものとするべきでし

た。 

 

技術概要は資料を拝見すると大体わかるので現場の苦労についてもっと知りたい

（Q&Aの時には出てきましたが。） 

＞講演時間とパネルディスカッションの時間配分が容易ではなく、幅広く各種シ

ステムの紹介のみとなってしまい申し訳ございませんでした。 

 

裏話（青森の件）が聞けて、参加の意義がとてもあったと感じます。 

＞ありがとうございます。 

 

原料消化液の成分のニーズ 残渣の成分分析のニーズ すでに実施されている分

析で、より改善できるポイントの要望がないか。 

＞今回、紹介したシステムは、未だ、立ち上げて間もないものばかりです。よっ

て、日々、試行錯誤を繰り返しながら、システムの改善を進めているところで



す。 

今回、紹介したシステムでは、排出される消化液は水処理、残渣は焼却処理が行

われております。 

消化液や残渣を処理する側から、それぞれの成分に対するニーズは、今のところ

ございません。 

 

メタン発酵の現状を知ることができてよかった。 

＞ありがとうございました。ただし、今回は、現状の紹介のみとなり、関係者か

らすると、やや物足りないものとなってしまいました。 

非常に興味深かった 

＞ありがとうございます。 

 

縦型メタンの事業が大変興味深かったです。 

＞ありがとうございます。 

 

消化液の処理はどのようにしているのか不明。N分はどこへ行くのか？ 

＞通常の活性汚泥処理法です。場合によっては、膜分離も導入しています。養豚

農家の場合、尿や洗浄廃水の一部を水処理槽へ直接導入しているため、そこに含

まれている炭素分で窒素除去ができているものと考えております。現在、詳細を

検討中。 

 

メタン発酵技術がどのように実用化されているのかが理解でき、大変良かった。 

＞ありがとうございます。ようやく、様々なシステムが実用化され始めました。 

 

CO2収支について説明してほしかった。 

＞今回、その議論まで及ばず申し訳ございませんでした。それぞれで二酸化炭素

の収支は検討されております。この議論をするには、時間を多く要します。 

 

 



創エネ効果がそれほど大きくないのでは？ 

＞廃棄物からエネルギーを創れているのは事実です。しかし、それは確かに大き

いものとは言えません。他の方法との比較をすれば大きいと言えます。また、創

エネだけではなく、他に様々な効果が得られております。 

 

もう少し時間が長い方がよかった。 

＞内容を精査すべきでしたが、今回は、各種メタン発酵システムの紹介のみとし

ました。 

 

苦労話の話も聞けて良かった。 

＞ありがとうございます。 

 

小型メタン発酵の・・・ 

＞講演で用いた資料を、ホームページの資料と差し替えます。 

 

ドランコ式の具体的な情報が聞けたのがよかった。 

＞ありがとうございます。 

 

カーボン紙を投入しているのは残渣の発熱量が低く、発熱量を上げるのが目的で

入れているのですか？ 

＞縦型乾式メタン発酵残渣の説明では、カーボン紙ではなくカーボンと説明をし

ておりましたが、正しくは、炭素粉であります。近隣の炭素繊維工場から排出さ

れるものです。 

そのとおりです。 

 

意見は各発表の後の方がやりやすそうな気もする。 

＞次回の参考とさせていただきます。 

 

 



意図して発表×3→質問・パネルディスカッションの順にしてそうなので。 

＞全体の時間に制限があり、より多くの方に関心を持ってもらうように考えてお

ります。 

 

興味はあったが、触れたことがなかった内容で直接話を聞くことができてよかっ

た。 

＞幅広い対象者をイメージして企画をしておりますので、よかったです 

 

操業にあたって監視してる項目を差支えのない範囲でご教授ください。 

＞常時監視している項目としては、投入する各原料の重量値、発生するガス量や

メタン・二酸化炭素の濃度。発酵槽内汚泥の pHや VFA、アンモニアになりま

す。 

 

小規模メタン施設の撹拌方式は？ 

＞通常は、原料槽および発酵槽に攪拌ミキサが入っています。 

 

縦型乾式メタン撹拌装置はないようですが、代替的な方法で何かしらの撹拌を必

要としていますか。  

＞本方式は、発酵槽内に撹拌機などは設置しておりません。縦型乾式メタン発酵

槽の特徴でもある、発酵槽上部から原料を投入するポンプを用いているのがそれ

にあたります。引き抜き汚泥と原料を混合させて発酵槽へ投入しております。 

 

非常に興味深いセッションでありがとうございました。 

＞ありがとうございます。 

 

他では聞けない内情がうかがえてよかった。 

＞ありがとうございます。 

 

 



縦型乾式メタン発酵の場合、層内の混合がやりにくいのではないかと思われます

が、何らかの工夫をされていますが。あと御社の装置のスペック。（大きさ、滞留

時間、投入物の大きさなどを教えてください。 

＞槽内での混合を行っておりません。上部から下部への押し出し流れとなってお

ります。 

装置のスペックは、ホームページ上に掲載されております講演資料をご確認くだ

さい。 

本方式は、構造上槽内での混合を行いません。槽外からの原料を投入ポンプを用

いて均一的に投入する方法としています。本施設の発酵槽は、3000ｍ3の発酵槽

であり、滞留時間は 38日となっています。 

 

発酵層のタイプによる全体システム構成との関連性の中で、特筆すべきことがあ

るのか、ないのか知りたかった。 

＞縦型乾式の場合、場所を取らず、発酵槽内を攪拌しませんので、多様な原料に

対応が可能です。この点が最も特筆すべきことです。 

 

具体的な取り組み事例について大変興味深かったです。 

＞ありがとうございます。今回は、事例紹介に力を入れました。 

 

一般セッションよりも議論が活発でよいと思います。運転の実態を聞けて良い。 

＞ありがとうございました。初日、午前中にあったメタン発酵（１）、（２）でも

活発な議論がなされておりました。 

 

牛糞や鶏糞ではなく、豚糞を使った理由はありますか？できればメールが欲し

い。 

＞養豚農家の多くには、水処理設備があることや豚は尿を多くします。これらが

一番の理由です。その他はメールにて回答をさせていただきます。 

 

 



タイトルからすると出そろった技術を比較するかと思ったが、事例紹介のみで残

念だった。 

＞それぞれのシステムを比較することは容易ではございません。全て目的や背景

が異なります。 

 

乾式縦型で排水が出ないのはどのような理由でしょうか。含水率が８０％で入れ

られるからでしょうか。 

＞残渣は、粘土のようなイメージです。ちなみに、ごはんも含水率は 80％です。 

縦型乾式で排水は出ません。今回の取り組みでは、含水率のこともありますが、

カーボン粉と混合し、焼却処分するところに特徴があります。 

 

メタン発酵が普及しない理由は消化液、残渣の有効利用ができないためだと考え

ています。今日の事例は特異例であり、このままでは普及はむつかしいと思いま

す。もう少し一般解が欲しかったです。 

＞ご指摘のとおりです。よって、メタン発酵が普及しているところは、既存の水

処理設備があるところです。もう一工夫を加えることで、益々、メタン発酵が普

及するものと考えております。 

メタン発酵の導入を検討された方の多くが条件、制限を受けておられ、なかなか

入っていけないところだと思います。 

我々の事業もそうでしたが、いろいろな条件を組み合わせることで、ベストミッ

クスの回答を出せれたと思っています。 

導入先の諸事情は、千差万別だと思います。その数多くの懸念事項をうまく取り

入れることで、事業化へ検討されては、どうでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 



Q8. 次回の企画セッションのテーマのご希望はありますか？ 
 

豊川浄化センターに生ごみを入れる予定はあるか？ 

＞現在のところ、生ごみを入れる予定はありません。 

 

国交系で生ごみ処理を行うときの壁は？ 

＞下水処理場で生ごみ（地域バイオマス）を受け入れる場合は、下水道部局や環

境部局・機関における協力体制の構築、受入による既存下水処理施設への影響や

事業採算性の評価などの検討を行う必要があります。具体的な検討内容は、「下水

処理場における地域バイオマスの利活用マニュアル」（国土交通省）に示されてお

ります。 

 また、県が流域下水処理場で生ごみ（一般廃棄物）を受け入れる場合は、廃掃

法で一般廃棄物は市町村が処理することとなっているため、一般廃棄物の処理を

行う市町村（環境部局）、流域関連市町村（下水道部局）と受入方法や費用負担な

どの調整を行い、双方に事業採算性が求められます。 

 

乾式発酵についてもっと話を聞きたいです。 

＞次年度に検討をしてみます。しかし、お急ぎの場合は、 

富士クリーンの方へお問い合わせください。また、栗田工業へもお問い合わせく

ださい。 

 

各プロセスにおける LCA（特にエネルギー、二酸化炭素の収支）について比較討

論してほしい。コンバインドシステム、乾式メタン発酵、焼却売電では経済収益

は別に、ほんとに地球にやさしいのはどれ？ 

＞今回、どのシステムが一番、地球にやさしいか？という議論ではございませ

ん。また、経済的な話をせず環境技術の議論に意味付けすることは容易ではござ

いません。本当に地球にやさしい技術と云うのは、地球にやさしいとはどう意味

かから議論をせねばなりません。 

 



今後、国内でメタン発酵を発展させるためには何が必要か。 

＞システムの低価格化および技術者の養成だと考えます。 

 

消化液の農業利用等 

＞長年、あらゆるところで検討されておりますが、容易ではございません。 

国内では、季節的なものや敷地面積、利用方法に課題が、今なお山積しておりま

す。 

 

紙おむつのリサイクルとか 

＞乾式メタン発酵システムでは、今後のテーマとしております。 

 

今回の課題をフォーカスしたテーマ（費用、効率、残渣）、システム紹介だけなら

WEB等で見れば理解できる点が多い。 

＞ご指摘のとおりです。質疑応答に重点を置きたいのですが、システムの紹介が

ある程度ないと議論の範囲が定まりません。ご了承ください。 

 

メタン発酵のオペレーションの課題について 

＞一般的に言えることですが、経験に依存するところが多くございます。もちろ

ん、オペレーションに関する研究は数多くなされておりますが、未だ、これと言

ったものはございません。 

 

バイオマス（メタン発酵）の発酵時間を短縮できるあるいはメタン含有量を増や

す技術の現状 

＞高温湿式が発酵時間を短縮できる方法の一つです。メタン濃度は、原料に依存

することが多いです。今後、混合物の組成により濃度の向上を期待できるかもし

れません。 

 

 

 



メタン発酵の消化液の利用について、浄化以外で有効利用する方法（肥料等）に

ついて、知見があればお話を聞きたい 

＞消化液の有効性に関する研究は多々ございます。成分に関する課題は見受けら

れません。ただし、どの様に？誰が？撒くか？他国のように田畑の面積の問題や

季節的な問題もあります。 

 

消化液利用についての検討 

＞上記と同様。消化液の効果を検討するところまでは進みますが、それから先へ

はなかなか進みません。国内でも進んでいるところはありますが、特殊な事情が

あり一般的なものではございません。消化液は、個々で処理すべき。あるいは、

下水道へ放流ができるようにすべきかとも考えます。 

 

バイオマス系廃棄物の処理施設を造る際の計画設計的な話も聞きたい。 

＞バイオマスといえども、廃棄物である訳であるので、他の廃棄物処理施設を造

る際と違いはありません。今回の講演内容では、どれも敷地内での設置であるた

め、自由に計画を立てることができました。 

 

発酵残渣の有効利用 

＞堆肥として活用ができる地域であれば、固相分は堆肥化。液相分は独自で処理

すべきと考えております。下水処理場で受けてもらうことができればとは夢みて

おります。 

 

炭化物 

＞中島処理場の炭化物のことであると思います。得られた炭化物は燃料として、

他の場所へ移送し利用されております。 

 

 

 

 



FIT終了後の、バイオガスプラントの運営、バイオガスプラントの更新 

＞ＦＩＴありきの事業ではありません。あくまでも FITがあるため導入が促進さ

れたものと考えております。よって、FIT終了後も、プラント施設運営が可能な

限り事業は継続します。 

 

次回も運転実績を聞きたい 

＞ありがとうございます。次回は、焦点を絞り、別の角度から議論ができればと

考えております。 

 

食品系廃棄物のメタン発酵について 

＞食品系は、最も、取り扱いやすいものであると考えます。食品系廃棄物が集ま

り、そこに水処理設備があれば、事業採算性は高くなります。投資の対象となっ

ているものもあります。 

 

海外技術の紹介など 

＞メタン発酵システムに関し、特に、目新しいものはございません。 

 

最新設備の導入状況のほかに、長時間運用できる設備を中心とした地域システム

の紹介 

＞今回、基本的に、長時間、長期間運用ができる設備について紹介をさせていた

だきました。基本的に、24 時間、20 年間は運用ができるものと想定をしており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



Q9. 今後の部会の活動において期待すること（見学会やセミナー）などがあれ

ば、お聞かせください。 

 

メタン発酵、エタノール発酵などに関するセミナー 

＞メタン発酵に関する観点は、次年度も考えておりますが、 

エタノール発酵については現時点では考えておりません。 

 

施設見学会、産学連携、企業間協力などの交流 

＞本研究部会で企画を練っております。もう暫くお待ち願います 

 

本日のような深堀の議論を期待する 

＞年会の企画セッションでは時間に制約があるため、別の企画を練っておりま

す。 

もう暫くお待ち願います。 

 

海外の状況や技術比較ができるような活動があればよい 

＞メタン発酵に関しては、規模の大きさや制度の違いがあるぐらいで、技術的な

違いは、ああまりないような気がします。 

 

富士クリーンの見学 

＞皆様からの要望を受け、現在、検討中です。もう暫くお待ち願います。 

 

富士クリーンの見学会 

＞皆様からの要望を受け、現在、検討中です。もう暫くお待ち願います。 

 

バイオマスメタン発酵の発酵時間の短縮に関するセミナー 

＞別の企画の際、この観点でも議論ができればと考えております。 

 

 



運転技術（特に立ち上げのノウハウ、酸廃時のリカバリー方法、などのノウハ

ウ）の共有化 

＞これらの知見が一般化されていない事実があります。どこも経験で対応してい

るようです。情報の共有化ができればとは考えます。各社あるいは団体ごとには

されているかと思います。 

 

見学セミナーに参加したい 

＞皆様からの要望を受け、現在、検討中です。もう暫くお待ち願います。 

また、その際、そこで、じっくりと議論や意見および情報交換ができればと考え

ております。 

 

見学会 

＞皆様からの要望を受け、現在、検討中です。もう暫くお待ち願います。 

 

メタンの課題別の解決策を特集してほしい。テーマ１発酵原料の選別技術、テー

マ２発酵残渣の脱水技術、テーマ 3ガス生成ガス利用させる技術。ビオガスのロ

スを防ぐ技術。バイオガスの様々な利用技術。コストダウンの工夫に関する技術 

＞これらに対応するコンサルティング会社のニーズが高まっていることを感じま

す。どのレベルの話かにもよりますが、メーカーに直接相談されることをお奨め

します。必要であれば、まずは部会の方で対応をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q10. その他のご意見（自由記述） 

 

メタン発酵において臭気の問題はあるか、対策はあるか？ 

＞メタン発酵槽は密閉構造としていますので、臭気の問題はありません。 

また、発酵残渣からの臭いはあまりないことも、大きな特徴の一つです。 

 

前列のスタッフが落ち着きがなく気が散った 

＞申し訳ございませんでした。気を着けます。 

 

Q&Aでの中崎先生のご配慮がうれしかったです。 

＞ありがとうございました。 

 

オンサイトのメタン発酵において微量元素の添加量について知見がありましたら

お聞きしたいです。 

＞国内では、特に耳にしておりません。 

 

いろいろと勉強になりました。 

＞引き続きどうぞよろしくお願い致します。 

 

一般的な焼却発電における回収率は 5－10％の高効率で 15％超となるが、コン

バインドシステムでの熱回収率はどの程度になるか？ 

＞現在、コンバインドシステムへの関心が高まっておりますが、こちらから回答

ができるものではございません。申し訳ございません。 

 

小型メタン発酵に興味を持った 

＞ありがとうございます。 

 

 

 



毎年本部会での発表を楽しみにしております。 

＞ありがとうございます。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

 

最後に教育の話がありましたが、農家へきちんとレクチャーして管理してもらう

か、設備を確実にして業者側で管理するのか、はっきりさせないと危険だと思い

ました。 

＞そのとおりです。よって、導入先の担当者との事前相談はしっかりと行い、実

は取捨選択を行っております。即ち、担当者の意識が低いところへは導入を見送

っております。 

 

弊社産廃処理業で物質の質、量の不安定性からバイオガス活用がむつかしいと考

えています。何かブレークスルーはあるでしょうか？ 

＞取り扱われているバイオマスの種類にも寄りますが、小さい規模で検討してみ

る価値はあります。その際、水処理設備は必ず必要となります。乾式メタン発酵

の小規模化は、まだ進んでおりません。愛知県では、同様な悩みを愛知県主導の

下、解決策がないか検討を始めております。 

 

小型湿式メタンの低価格化に成功ということでしたが、ガスエンジンの L/C、メ

ンテ費のコスト低減が欠かせないと思います。これは海外メーカーでしょうか？

バイオマスエネルギーの普及にはガスエンジンのコストダウンが大きなインパク

トを有すると思います。広く低価格ガスエンジンの紹介をしていただければと思

います。 

＞中国製のガスエンジンを利用しております。消耗品のひとつと位置づけており

ます。熱田先生の方へお問い合わせいただけましたら、ぜひ紹介をさせていただ

きます。 

 

 

 


