ま え が き
新エネルギーとは，今後の技術開発によって実用が期待される類の石油代替エネルギ
ー全般を指しているが，その開発は石油危機を契機として国の内外で活発に展開された。
しかし，石油危機が去ると新エネルギーに対する社会の関心は薄らぎ，特に経済性の
点からその早期実用化に対する期待度も低下したように見えた。
ところが，最近顕在化してきているといわれる地球温暖化問題において，その主原因
が化石エネルギーすなわち在来形エネルギーの多消費によることが明らかになり，したが
って今日新たな視点から新エネルギー開発の重要性が喫緊の課題として認識されるように
なってきた。
ここで取り上げた「バイオマスエネルギー」は，土壌から吸収した養分，水，それに
二酸化炭素を太陽のエネルギーによって草木等に固定化した炭化水素系物質であるが，そ
の有する化学エネルギーを燃焼等により利用しても，その生長期間で吸収した二酸化炭素
を放出するだけで，二酸化炭素バランスを崩さない。例えば，バイオマス栽培，植林と伐
採が計画的に行なわれたら，継続的にエネルギーとして利用できることもあり，いわゆる
再生可能エネルギーである。その点，地球の地質形成にかかわる非常に長い時間の中で生
成された石油・石炭等の化石燃料を短期間で利用するのとは根本的に異なる。
こ の よ う な 特 徴 も あ っ て ， 国 の 長 期 エ ネ ル ギ ー 需 給 見 通 し （ 平 成 13年 度 策 定 ） で も
「新エネルギー」の柱として位置付けられ，さらに省庁横断的な基本的取り組み方針とし
て「バイオマスニッポン」（平成14年12月策定）が取り纏められ，今後積極的な普及・拡
大が期待されている。
そこで，今回「バイオマスエネルギー」を本新エネルギー展望シリーズで取り上げ，
特に読者におかれて同技術に対する認識を深め，今後の展望を考えられる際のご参考とな
ることを願って，その意義・位置付け，利用技術の概要，課題，あるいは経済性などを取
りまとめた。
同編集に際しては，当所プロジェクト試験研究部奥田誠主管研究員の執筆協力を得て，
エネルギー技術情報センター（センター長

小川紀一郎）において作成した。

おわりに，このシリーズの刊行は，財団法人電力中央研究所からの委託業務「エネル
ギー技術情報に関する調査」の一環をなすものであり，同研究所に対して深く謝意を表す
る。
2003年３月
財団法人

エネルギー総合工学研究所
理事長

秋

山

守
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は じ め に

ルギーの利用に関する特別措置法（ＲＰＳ
法）」（2003年４月施行）対象エネルギーとし

現代社会特に先進国に生きる人々は，科学技

ての採用などもあり，最近急速に脚光を浴びて

術の発達から得られる実に多くの技術的成果を

きている。バイオマス利用を特に発電用目的に

享受している。一方，それらの技術の動力源と

具体的に考える場合，バイオマスの種類と量は

して大量のエネルギーを消費し，その結果地球

もとより，現在どのような使われ方をして今後

温暖化問題を始めとした多くの環境問題が発生

どのような使われ方が可能か，そしてその問題

してきた。そのうちエネルギーに関しては，特

点は何か等を比較的簡単に解説したものがあれ

に化石燃料の場合は，地球温暖化の主原因とさ

ば，その利用および普及・導入に参考になるも

れる二酸化炭素を排出するのみでなく，特に石

のと考えられる。そこで本書は，バイオマスと

油のようにその生産のピークが近い将来予想さ

は何かから始まってバイオマス利用の実績，動

れ，従って資源量そのものの限界が現実的問題

向等をバイオマスの種類毎に紹介し，最後に代

として懸念されるようになる等の問題を抱えて

表的技術開発中のテーマとその概要を紹介した。

いるものもある。

本書はその様な狙いからまとめたものである

また，将来予想される世界的な人口増加や途

ので，更なる検討，実用化計画等に際しては，

上国が今後先進国並みに経済発展を遂げるよう

別途関係機関，メーカあるいは文献等（一部巻

になると，エネルギー問題は，資源確保や環境

末掲載）からのより詳細な情報聴取あるいは入

問題とともに益々深刻化することが予想される。

手をおすすめする次第である。なお，本書執筆

ここに，世界的に循環社会あるいは再生可能

にあたっては当所内関係者の協力を得たが，そ

な社会を目指すべき方向性が不可避とされ，我

の分担は下記の通りである。

が国においても循環型社会を目指した多くの取
組みがなされるようになった。

第１，２，３，４章

草木等に代表されるバイオマスエネルギーは，

・・・・・・・・奥田

誠

主管研究員

その継続的生産（植樹等）が行なわれる限り，
再生可能エネルギーであり，またその利用（例

「はじめに」，第５，６，７，８章，「あと

えば燃焼）に際してもその成長時に吸収した二

がき」

酸化炭素を放出するだけで新たな二酸化炭素の
排出がなく，その意味では極めて望ましいエネ
ルギーである。そのような特徴を反映し，現在
欧米にて特に地球温暖化対策面より，次世代型
エネルギーの有力候補として期待されている。
我が国においては，現在はバイオマスは「新
エネルギー法」により新エネルギーとして政令
でも定められているが（2002年１月政令改正），
他のエネルギーに比較してその認知は遅れた感
があった。しかし2002年12月，省庁を横断した
政府の取組みとしてとりまとめられた「バイオ
マスニッポン」の構想発表と相前後して，関係
省庁の予算強化さらに再生可能エネルギーによ
る発電促進を狙った「電気事業者による新エネ
－ 1 －

・・・・・・・・小川

紀一郎

エネルギー技術情報センター長

１

バイオマスとは？

る。

地球温暖化防止は全人類が直面している非常

1.1

バイオマスの定義(4)

に大きな課題であり，CO2 （二酸化炭素）の排

バイオマス（biomass）とは，元来bio（生

出削減はそのための最大の必須要項である。わ

物）のmass（量）を示す生態学の術語であるが，

が国においても気候変動に関する枠組条約の京

現在では「エネルギー源としての生物資源」を

都議定書の発効時に備え，第１約束期間（2008

指す言葉として使われている。一般的には，

～2012年）におけるCO2 排出量1990年比６％削

「ある一定量集積した動植物資源とこれを起源

減がエネルギー施策の目標となっている。

とする有機廃棄物の総称（但し，化石資源を除

バイオマスは，再生可能エネルギーの一つで

く）」と考えられているが，その対象は多種多

あり，カーボンニュートラルであるということ

様であり，一義的なバイオマスの定義は確立さ

から，平成14年１月に改正された「新エネルギ

れていない。

ー利用等の促進に関する特別措置法（新エネ

改正「新エネ法」（平成14年１月）において，

法）」において，法的に位置づけられ積極的な

バイオマスが新エネルギーとして初めて法的に

利用促進・導入普及を図っていくことが明確に

位置づけられたが，この中でバイオマスは「動

された。また，平成14年12月には「バイオマ

植物に由来する有機物であって，エネルギー源

ス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され，バイ

として利用できるもの（原油，石油ガス，可燃

オマス利用促進の具体的枠組みが構築された。

性天然ガスおよび石炭ならびにこれらから製造

このような背景の下，バイオマスのエネルギ

される製品を除く）」と示されている。

ー利用を進めていくことが今強く求められてい

新エネルギーの定義

エネルギー全般
石油

技術
経済性
レベル

普及
レベル

実用化 競争力
あり
段階

十分
普及
して
いる

石油代替エネルギー
石炭

天然ガス

原子力

再生可能エネルギー
水力発電

エネルギー
の新利用
形態

地熱発電

バイオマス

実用化
段階

制約
あり

十分
普及
して
いない

太陽光発電

バイオマス発電

廃棄物発電

風力発電

バイオマス熱利用

廃棄物熱利用

バイオマス燃料製造
（黒液）
（廃材）
（バイオガス）
（木屑）
（汚泥）
（糞尿）

太陽熱利用
雪氷冷熱

新エネルギー

実用化
されて
いない

波力発電
海洋温度差発電

温度差
エネルギー

天然ガス
コジェネ
レーション
燃料電池

（エネルギー作物）

自然
エネルギー

図1－1

廃棄物
燃料製造

クリーン
エネルギー
自動車

リサイクル
エネルギー

新エネ法における新エネルギーとバイオマスの位置づけ
（出典：資源エネルギー庁，総合資源エネルギー調査会資料）

－ 2 －

図1－1に新エネルギーおよびバイオマスの範

普及を図ることが特に必要なものとして政令で

囲を示す。新エネルギーとは，①石油代替エネ

定めるもの，とされており，わが国独自の概念

ルギーの製造，発生，利用であること，②経済

である。また，図1－2(3)に再生資源とバイオマ

性の面での制約から普及が十分でないもの，③

スの範囲を示す。

再生資源

バイオマス

使用済物品
包装用プラスチック

廃調理用油

廃タイヤ

古紙

糞尿

食品廃棄物

稲わら、もみ殻

副産物

エネルギー作物

木屑

プラスチック屑

建築廃材
黒液

バイオマスの範囲

図1－2

バイオマスと再生資源の範囲
（出典：資源エネルギー庁，総合資源エネルギー調査会資料，
ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）

上述の改正「新エネ法」により，これまで再

バイオマスの位置づけ(4)

1.2

生資源とされてきたものの中からバイオマスが

バイオマスは百年ぐらい前まで薪炭として日

独立したが，両者の厳密な区分はあいまいで，

常的にエネルギー利用されていたが，石油等の

いずれに属するか難しいものもある。

化石燃料に取って代わられた。ところが，化石

わが国では農作物・木材・海藻などの農林水

燃料のエネルギー利用（燃焼）に伴うCO2 の排

産資源に加え，稲わら・家畜糞尿・木屑などの

出増大による地球温暖化問題や化石資源の枯渇

農林水産系廃棄物，アルコール発酵残渣・パル

懸念への対応として，バイオマスが再び脚光を

プ黒液などの有機性産業廃棄物，厨芥・古紙な

浴びる存在となってきた。バイオマスの特長は，

どの一般都市ごみ，下水汚泥などがバイオマス

まず「再生可能（Renewable）」であり，次に

に分類されると考えられている。ただし，新エ

「カーボンニュートラル」なエネルギー源であ

ネ法ではごみのエネルギー利用は，廃棄物発電

るということであり，これにより地球温暖化防

と廃棄物熱利用としてバイオマス発電やバイオ

止と循環型社会の構築に寄与できることである。

マス熱利用とは区分されている。

その他の特長も合わせて記すと次のようになる。

なお，バイオマスから得られるエネルギーに

①

再生可能：光合成により再生される。ただ

ついては，「バイオマスエネルギー」「バイオ

し，再生される量以上に利用（森林伐採な

エネルギー」などの用語が混在しているが，Ｆ

ど）すれば資源量が減ってくるから，利用に

ＡＯ（国連食糧農業機関）では「バイオエネル

見合う分の補充（植林など）が伴う必要があ

ギー」が用語として使われており，こちらが世

る。

界的には一般的になりつつあるようである。

②

カーボンニュートラル：燃焼によるエネル
ギー利用により大気に放出されるCO2 は，樹
木の生長（再生）時に光合成により吸収・固
定化されることによりバランスが保証され，

－ 3 －

大気中のCO2を増やさない。（図1－3参照）
③

貯蔵性：資源としてそのまま，あるいは変
換した液体・気体の燃料として保存できる。

④

莫大な賦存量：賦存量が非常に大きい。特
に森林の年間成長量は世界の一次エネルギー
利用量の７～８倍になると推算されて（実際
に利用できる量はその１割としても）おり，
エネルギー資源として十分な量である。

⑤

地域振興：バイオマスはいずれも地域に密
着した資源であるから，その利用推進は地域
の産業活性化や雇用創出などの副次効果があ
る。

⑥
図1－3

循環型社会の構築：わが国の廃棄物発生量

バイオマスのカーボンニュートラル

6.2億トン／年の約半分（51％）がバイオマ

利用サイクル

ス系廃棄物とされている(3)。このうち約40％

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイド

がエネルギー利用およびマテリアル利用され

ブック」，平成13年度森林・林業白書（農林

ていると言われている。従って，バイオマス

統計協会）より）

のエネルギー利用が増えれば循環型社会の構
築に大きく貢献できる。（図1－4参照）

図1－4

我が国における循環資源フロー

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」，平成14年版循環型社会白書（環境省編）より）

－ 4 －

1.3

バイオマスの分類(4)

ーションにおいてエネルギー製造を主な目的と

バイオマスの分類には確立したものがないが，

して植物（エネルギー作物）を栽培することも

生物学的分類とエネルギー資源の利用用途から

将来的には考えられ，それを考慮すると「従来

の分類に区分できる。エネルギー資源の利用用

型農林水産資源バイオマス」，「プランテーシ

途の観点から分類したものを図1－5に示す。こ

ョンバイオマス」，「廃棄物バイオマス」とい

こでは，栽培作物系（生産系）と未利用資源系

う分類も考えられる。

（廃棄物系）に大別している。大規模プランテ

バイオマスの分類

バ イ オ マ ス

未 利 用 資 源 系

農林水産系

農産系

籾殻、稲わら、麦わら、など
野菜くず、食品加工残渣、など

畜産系

牛・豚糞尿、鶏糞、屠場残渣、など

林産系

林地残材（間伐材、枝条、など）
工場残廃材（おが屑、バーク、など）
家屋廃材、など

廃棄物

水産系

投棄魚、死魚、など

産業系

下水汚泥、パルプスラッジ、など

生活系

家庭ごみ、し尿、廃食用油、など

糖質系

サトウキビ、スウィートソルガム、など

でんぷん系
栽 培 作 物 系

陸域系

セルロース系
炭化水素系

水域系

ネピアグラス、ササ、ポプラ、など
ユーカリ、アオサンゴ、など

油脂系

アブラヤシ、ナタネ、ヒマワリ、など

淡水系

ホテイアオイ、カナダモ、など

海洋系

マコンブ、ジャイアントケルプ、など

微生物系

図1－5

トウモロコシ、サツマイモ、など

クロレラ、光合成細菌、など

バイオマスの分類

（出典：ＮＥＤＯ平成10年度調査報告書「バイオマス資源を原料とするエネルギー変換技術に関する調査」）
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２

バイオマス資源について

バイオマスの資源量をエネルギー源として評
価する場合，図1－5に示したように未利用資源
系（廃棄物系）バイオマスと栽培作物系（エネ
ルギープランテーション系）に大別できる。未
利用資源系は農業・林業・畜産業などで経常的
に発生しているが，他の用途に利用されている
ものおよび未利用だがエネルギー利用が困難な
ものを除いたところが利用可能資源として考え
られる。一方，エネルギープランテーションは，
「木質系あるいは草本系のなかで成長の早いも

図2－1

のを栽培し，成長が鈍る前の５～10年の短いサ

廃棄物系バイオマスの現存量推定
（出典：バイオマスハンドブック）

イクルで伐採する。」もので，ユーカリなど
（木質系），サトウキビ，スイッチグラスなど
（草本系）が有望とされている。
2.1

世界のバイオマス資源量(4)

現在，世界のバイオマスの総量（ストック）
は陸上に約1.8兆トン，海洋中に約40億トンあ
り，また土壌中にも陸上と匹敵するバイオマス
が賦存していると考えられている。これをエネ
ルギー換算すると陸上のバイオマスだけで
33,000EJとなり，世界の年間エネルギー使用量
の80倍以上になる。また，バイオマスは光合成
により常にフローとして生産されていて，その

図2－2

量は陸上で約1,150億トン，海洋中で約550億ト

廃棄物系バイオマスのエネルギー
ポテンシャル

ンになる。このエネルギー換算量は世界のエネ

（出典：バイオマスハンドブック）

ルギー使用量の10倍近くになる。（ただし，い
ずれも食料用およびその他利用分を含むので，

では約42EJ／年と現存量の1/3になっている。

エネルギー利用としての資源量を推算する必要

これは，牛糞尿などは放牧の場合に回収するの

がある。）

がほとんど不可能であること，米・麦残余など

廃棄物系バイオマスの現存量の種別推定は図

は家畜の敷料や飼料，農地へのすき込み用に利

2－1の通りであり，畜産系が約43EJ／年，農産

用されているために利用可能量としては少なく

系が約48EJ／年，林産系が約37EJ／年，合計約

なることによると考えられる。一方，丸太残余

128EJ／年程度である。この中では牛糞尿と丸

は約15EJ／年と現存量からの減量が少ない。
なお，エネルギープランテーションの資源量

太残余が約20EJで大きい。
また，廃棄物系バイオマスのエネルギーポテ

については，ＦＡＯ（世界食糧農業機関）のデ

ンシャル（現存量のうち実際に利用可能と考え

ータから世界の未利用地面積の10％に15ｔ／

られる量）の種別推定量を図2－2に示す。合計

(ha・年)の速度で成長するプランテーション作

－ 6 －

物の栽培を仮定すると，資源量が約125EJ／年

賦存量としては，原油換算で4,036万klになり，

となり，上述の廃棄物系バイオマスの現存量に

平成12年度のわが国の１次エネルギー供給量

匹敵する。

60,801万klの6.6％に相当する。内訳では，木
質系が一番多い。（原油換算１万kl＝0.38×

2.2

わが国のバイオマス資源量

1015Ｊ）なお，世界全体では，バイオマスエネ

わが国のバイオマス資源の賦存量を表2－1(2)

ルギーの賦存量は１次エネルギー総供給量110

に示す。ごみ発電（廃棄物発電）・食品廃棄

億klの約７割である。

物・草木類・古紙を含めた有機系のエネルギー
表2－1

バイオマスの賦存量
単位：原油換算 万ｋｌ

分類

バイオマス種

現状

賦存量

分類

バイオマス種

現状

農業

もみ殻

0.61

廃棄物

稲わら

0

菜種

0

バガス

8.6

賦存量

畜産

牛・豚糞尿

ＮＡ

127.9

廃棄物

鶏糞

ＮＡ

29.3

林業

間伐材

0

130.2

廃棄物

林地残材、枝条

0

85.9

産業系

木くず

47.4

222.9

生活系

厨芥類（生ゴミ）

ＮＡ

65.0

廃棄物

建築廃材等

56.3

206.3

廃棄物

廃天ぷら油

ＮＡ

41.1

汚泥（有機物系
廃液）

ＮＡ

353.0

汚泥（下水）

8.7

261.3

パルプ黒液

436.0

545.0

その他

し尿

2.1

Landfill Gas

0.13

薪炭
合計

現状 ：1999年度
賦存量：2010年度
ＮＡ ：活用の可能性有るが把握不可能

食品廃棄物（外食産業等）
草木類
古紙

370.9
0.0
16.6

8.8
22.6

6.7

30.0

566.5

2,596.8
676.0

ゴミ発電、焼却余熱利用
参考

80.0

ＮＡ

99.4

0

58.8

ＮＡ

605.4

（出典：資源エネルギー庁，総合資源エネルギー調査会資料）
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３

代表的バイオマスの資源量および
取組状況

主伐および間伐において１ｍ 3 の丸太が立木か
ら 生 産 さ れ る 時 に 平 均 し て 0.36 ｍ 3 の 枝 葉 と
0.22ｍ 3 の末木や曲がり部分が利用されずに林

代表的バイオマスである木質系バイオマス，

地に残されている。また，かつては木材供給の

農業系バイオマス，畜産系バイオマス，都市ご

３割近くを占めていた薪炭材の利用激減や安い

み系バイオマスについて，我が国におけるそれ

外国産のパルプ材におされて薪炭用およびパル

ぞれの資源量やバイオマス利用の取組状況を以

プ材用の広葉樹林が利用されなくなっている。

下に述べる。

これらの有効利用は，森林の保護，国土保全に
も寄与することであり，国の施策の中で重要な

3.1

木質系バイオマス

課題として認識されている。

木質系バイオマスには林業廃棄物として，森

産業系の木質廃棄物については，製材工場等

林における間伐材や林地残材のように木材生産

の木材加工部門からの残廃材発生量が約1,500

の副産物で得られるものおよび未利用の低質広

万ｍ 3 と見積もられているが，その大部分は紙

葉樹林や笹のようにバイオマス原料そのものを

パルプ用の原料チップや燃料として利用されて

主産物とするものがある。また，産業系廃棄物

おり，廃棄物として焼却廃棄されているのは

としては木材加工部門で発生する木屑類や建築

７％程度となっている。（表3－1(4)参照）
一方，住宅建築などの木材利用部門からの残

廃材も木質系バイオマスと考えることができる。
林業廃棄物としての木質系バイオマスは，国

廃材発生量は十分に把握されていないが，約

内で人工林の林地残材などが約400万ｔ／年，

2,000万ｍ 3と推定される。そのうち，20～40％

天然林（作業性の良い低質広葉樹林）から約

がリサイクルされ，残りがゴミとして焼却処分

1,000万ｔ／年が利用可能とされているが，経

または埋立されていると考えられている。

済的な理由から利用が進んでいない。例えば，

表3－1

製材・合板工場の残廃材発生量と利用先

（出典：バイオマスハンドブック）

3.2

農業系バイオマス

げられる。野菜類も非常に多くの収穫時残余を

農業系廃棄物には，農作物の収穫時に発生す
る残余物で，米・麦などの穀物残余，イモ類な

発生するが，量的にまとめて得ることが難しい
ので，資源として考えられることが少ない。

どの根茎作物残余，サトウキビの残余などが挙
－ 8 －

国内の発生量は，全体で2,000万トンであり，

うち米残余が1,660万トン（稲わら1,370万トン，

ごみ

もみがら290万トン），麦残余80万トン，根茎
作物残余180万トン，トウモロコシ残余50万ト

一般廃棄物
廃棄物

3.3

一般ごみ
粗大ごみ

し尿
特別管理一般廃棄

ン，サトウキビ残余50万トン，バガス50万トン
産業廃棄物

である。（世界全体では約30億トンになる。）

家庭系
事業系

特別管理産業廃棄
木屑
建築廃材
燃えがら
紙屑
繊維屑
ごみ屑
ダスト類
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック
動植物性残渣
金属屑
ガラス・陶磁器屑
鉱さい
家畜の糞尿
家畜の死体

畜産系バイオマス

畜産廃棄物には，家畜糞尿と屠場などで食肉
加工時に発生する畜産副産物および畜産加工残
渣があるが，資源量としては家畜糞尿が主にな
る。代表的な家畜は牛（乳用牛，肉用牛），豚，
鶏（採卵鶏，ブロイラー）であるが，糞尿の量
は家畜の種類，体重，飼育条件，その他によっ
て大きく異なる。例えば，搾乳牛では排泄量が
約20ｔ／年・頭になるが，繁殖豚では約3.6ｔ

図3－1

廃棄物の分類

／年・頭，成鶏では30kg／年・羽前後である。
国 内 の 発 生 量 で は ， 糞 が 6,340 万 ト ン ， 尿 が
2,880万トンで合計9,220万トン（平成11年度）

一般廃棄物（都市ごみ）の焼却率は約８割で

になっている。（畜産加工残渣については，

可燃性ごみが焼却されている。残りの不燃ごみ

150万トン程度と推定されている。）

や粗大ごみ等は埋め立て処分されていることが

なお，家畜糞尿の成分には分解しやすい有機

多いと考えられる。生ごみ，古紙などいわゆる

物の含有量が多く，窒素やリン等の肥料成分が

生活ごみを主体としたバイオマスは可燃性ごみ

多いので，堆肥化が有効である。これには固液

としてほとんどが焼却処分されていると考えら

分離処理（固形分を堆肥化処理し，分離された

れる。

液分については汚水処理あるいは液状肥料とし

2000年時点でのごみ（一般廃棄物）の排出量

て圃場に散布する方式）と混合処理（糞尿を混

は 全 国 で 52,400 千 ｔ ／ 年 （ １ 日 １ 人 当 た り

合したスラリー状で貯留・処理した後，時期を

1,132ｇ／人・日）あり，うち77.4％が焼却処

おいて圃場に散布する方式）とがある。

分となっている。（環境省ホームページ（2003
年）より）

3.4

都市ごみ系バイオマス

都市ごみの利活用については以下のものが取

廃棄物処理法（廃棄物の処理および清掃に関
する法律）では，図3－1に示すように一般廃棄

り組まれている。
①

物と産業廃棄物が定義されている。産業廃棄物

埋立地からのメタンガス回収
わが国では埋立物は不燃物および焼却灰が中

に指定されている19種類には，木屑，建築廃材，

心で有機物が少ないためほとんど実例がない。

動植物性残渣，家畜糞尿など前節までに説明し

東京都海面処分場の１日１万ｍ 3 の埋立ガス回

たものが含まれている。これらを除いた事業系

収が唯一の例と言われる。なお，世界では約

のごみと家庭系のごみが一般廃棄物とされてお

300ヶ所に埋立ガス利用プラントがある。

り，都市ごみと称されるものである。（図1－4

②

ごみ発電（廃棄物発電）

のバイオマスの分類で言えば，前者が産業系の

2000年度において全国にある1,715ヶ所の一

廃棄物，後者が生活系の廃棄物に相当する。）

般廃棄物焼却施設のうち201施設にごみ発電が

－ 9 －

４

導入されている。施設数の比率で言うと約10％
であるが，ごみ発電を導入できる焼却施設は経

バイオマスに対する国，業界の
取り組み

済性の観点から比較的規模の大きい施設（例え
ば，200ｔ／日以上）に限られている。なお，

平成14年は，日本における「バイオマス元

ごみの処理量からいうと約45％が発電に供され

年」とも称せられ，バイオマスエネルギーの推

ている。

進のための画期的な施策が数多く打ち出され，

③

それに伴い自治体や民間でバイオマスエネルギ

ＲＤＦ発電
ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel，ごみの固形

化燃料）はごみに比べて貯蔵性・輸送性に優れ

ーの利用システムが検討され，導入されてくる
ようになった。

ている上に，発熱量がごみより大きく，性状が

１月：バイオマスを新エネルギーの一つと法

安定している。このため，市町村レベルで製造

的に認める「新エネルギー利用等の促

したＲＤＦを輸送し，県レベルで焼却・発電す

進に関する特別措置法（新エネ法）」

るシステムとして実用化されている。

の政省令改正

事例としては，200ｔ／日規模で発電効率20

５月：「電力事業者による新エネルギーの利

～30％，発電出力5,000～20,000kWの発電シス

用に関する特別措置法（ＲＰＳ法）」

テムが採用されている。なお，その採用数は従

の成立。（平成15年４月から施行）

来方式の廃棄物発電に比べると未だ数少なく，

６月：ＣＯＰ３京都議定書の批准。

今後の運転経験等の積み上げが期待されている。

12月：バイオマス・ニッポン総合戦略の閣議
決定。
4.1

バイオマスの導入目標

新エネ法において新たに設定された2010年度
における新エネルギーの導入目標値は表4－1(2)
に示すように日本の１次エネルギー供給の３％
程度である。バイオマスの供給目標量は，その
うちの約1/3（パルプ黒液による廃棄物発電を
含む）であり，１次エネルギー供給量の１％に
しか過ぎないが，法的にも認知された意義は大
きい。前述の表2－1に記したようにバイオマス
の賦存量はそれに比較して十分に豊富なので，
今後の普及拡大に期待したい。
バイオマスの導入普及に関する施策を図4－
(2)

1 に示す。
制度面からのインフラ整備としては，「バイ
オマス・ニッポン総合戦略」による取り組みや
ＲＰＳ法の施行がある。
実用化普及促進に対しては，「バイオマス等
未活用エネルギー実証試験事業」（平成14年度
から）等の補助事業が行なわれている。なお，
新エネルギー全般の導入補助については，「地
－ 10 －

域新エネルギービジョン策定事業」（平成10年

援対策事業」（平成９年度から）等が既に行な

度から），「地域新エネルギー導入促進事業」

われている。

（平成10年度から），「新エネルギー事業者支

表4－1

バイオマス等の導入目標
実績

（1999年）

目標

（2010年）

原油換算
（万ｋｌ）

設備規模
（万kW）

原油換算
（万ｋｌ）

設備規模
（万kW）

発

太陽光発電

５．３

２０．０

１１８

４８２

電

風力発電

３．５

８．３

１３４

３００

分

廃棄物発電

１１５．０

９０．０

５５２

４１７

野

バイオマス発電

５．４

８．０

３４

３３

熱

太陽熱利用

利
用

９８．０

－

４３９

未利用エネルギー
（雪氷冷熱含む）

４．１

－

５８

分

廃棄物熱利用

４．４

－

１４

野

バイオマス熱利用

－

－

６７

黒液・廃材

４５７．０

－

新エネルギー供給計

６９３

構成比

４９４
１，９１０

（１．２％）

１次エネルギー総供給

（３％程度）

約５．９億ｋｌ

６億ｋｌ程度

（出典：資源エネルギー庁，総合資源エネルギー調査会資料）

2002

2005

2010
普及段階

導入段階
変換
技術

一層の高効率転換
・低コスト化を図る
技術開発

バイオマスエネルギー高効率転換技術開発

2010年導入目標
バイオマス等未活用エネルギー実証試験

実用化
普及促進

バイオマス発電

地域ビジョンの策定

導入の加速化

34万ｋｌ

市場の本格的
拡大

2010年導入目標

地域発のプロジェクト形成促進事業

バイオマス熱利用
導入支援
（地方公共団体・民間事業者への支援）

ソフト面
（制度面）
でのイン
フラ整備

「バイオマス・ニッポン総合戦略」（2002年12月策定）に基づく
各省間の協力によるエネルギー利用に限らない総合的取り組み

67万ｋｌ
2010年導入目標
黒液・廃材等
494万ｋｌ

液体燃料の利活用に向けた検討

実用化・普及

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する
特別措置法（ＲＰＳ法）（2003年～）

図4－1

バイオマスに関する諸施策
（出典：資源エネルギー庁，総合資源エネルギー調査会資料）
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また，バイオマス利活用のための新規技術を実

れた。期間は平成17年度までの５年間でバイオ

用化するための技術開発を推進することを目的

マスのガス化，石炭混燃，メタン発酵，エタノ

とした「バイオマスエネルギー高効率転換技術

ール発酵等に関する11テーマが採択されている。

開発事業」が新エネルギー・産業技術総合開発

（表4－2参照。なお，各テーマの詳細について

機構（ＮＥＤＯ）により平成13年度から開始さ

は第８章で述べる。）

表4－2
テ

ー

バイオマスエネルギー高効率転換技術開発の採択テーマ
マ

名

委

託

先

石炭・木質バイオマス混燃技術の研究開発

中国電力，日立製作所，バブコック日立

木質系バイオマスによる小規模分散型高効率ガス化

川崎重工業，エネルギー総合工学研究所

発電システムの開発
バイオマスの低温流動層ガス化技術開発

出光興産，産業技術総合研究所

バイオマスの高速ガス化方式によるメタノール等気

三菱重工業，中部電力，地球環境産業技術研究機

体・液体燃料への高効率エネルギー転換技術開発

構，産業技術総合研究所

セルロース系バイオマスを原料とする新規なエタノ

日揮，関西ペイント，ＢＮＲＩ，アルコール協会，

ール発酵技術等による燃料用エタノールを製造する

産業技術総合研究所

技術の開発
有機性廃棄物の高効率水素・メタン発酵を中心とし

鹿島建設，荏原製作所，西原環境衛生研究所，バイ

た二段発酵技術研究開発

オインダストリー協会，産業技術総合研究所

高効率二段発酵による有機性廃棄物のエネルギー転

ヤンマー

換技術開発
下水汚泥の高効率ガス変換発電システムの開発

エネルギー総合工学研究所，三菱重工業，日本碍
子，東京都下水道サービス，筑波大学，北海道大学

有機物の分解促進による下水汚泥高効率嫌気性シス

栗田工業，三菱総合研究所，東北大学，埼玉県環境

テムの開発

科学国際センター

高含水バイオマスの高効率改質脱水技術を用いたガ

電力中央研究所，神戸製鋼所，石川島播磨重工業，

ス化システムの開発

北海道大学，京都大学

二段階反応法によるバイオディーゼル燃料(ＢＤＦ)

旭化成，旭エンジニアリング，旭リサーチセンタ

製造技術の研究開発

ー，豊田通商，京都大学
（出典：ＮＥＤＯホームページより）

4.2

バイオマス・ニッポン総合戦略

しており，京都議定書の第１約束期間の中間で

バイオマス・ニッポン総合戦略はバイオマス
の総合的な活用を目指して策定されたものであ

ある2010年を目途とした具体的な目標として次
のことが掲げられている。

る。従来はあまり例を見ない省庁横断（内閣府，

全国的には，「炭素換算で廃棄物系バイオマ

農水省，経産省，環境省，国土交通省，文科

スの80％以上，未利用バイオマスの25％以上を

省）の施策としてまとめられたという意味では

利活用する。」こととしている。一方バイオマ

画期的なものであり，それだけバイオマスに対

スの利活用は地域の実情に即したシステム構築

する緊急の課題認識と期待が込められていると

が重要であるとの認識から，地域が自主的に取

考えられる。この戦略では，バイオマス資源の

り組むための目標として，「炭素換算で廃棄物

活用により，①地球温暖化防止，②循環型社会

系バイオマスを９割以上または未利用バイオマ

の構築，③新たな戦略的産業の育成，④農業・

スを４割以上利活用するシステムを500市町村

林業・漁業の活性化を図ることを大きな目標と

で構築する。」こととしている。

－ 12 －

このために，利活用指針，バイオマスタウン

電・熱利用は，国内では木屑の処理量で数100

構想，構造改革特区での特定供給，等々のバイ

ｔ／日が最大規模で主として，工場内の電気・

オマス普及促進のための社会システムの整備に

熱需要に対する自家消費である。（海外では

関する戦略，また技術開発すべき課題を示して

1,000ｔ／日と大規模で地域熱供給を伴う事例

いる。

もある。）
国内での代表例として，２例を示す。

4.3

林業分野における取り組み

秋田県，能代森林資源利用協同組合：

木質系のバイオマスは大きく，山林地におけ

木屑利用量 220ｔ／日，発電出力 3,000kW

る間伐材等，製材工場等の木屑類，および建築

岡山県，銘建工業：

廃材の３つに分けられる。図4－2(3)に木質系バ

木屑利用量 60ｔ／日，発電出力 1,950kW

イオマスの利用形態を示す。

（本プラントの詳細は第６章で述べる。）

間伐材は林地で分散的に発生する。これをバ

このような製材工場等における木屑焚きボイ

イオマスエネルギーとして利用するために一定

ラー利用は従来から行なわれてきた。特に，工

量以上を収集・処理するには費用が相対的にか

場の規模が比較的大きく接着・乾燥などの工程

かりすぎるので現状では利用が難しく，一部で

で熱を多く必要とする合板工場や集成材工場で

製材工場の木屑と合わせて利用されているにす

は早くから利用されてきた。さらに，平成12年

ぎない

の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の

建築廃材は，住宅の新築・解体に伴って発生

施行により乾燥木材の需要が高まっていること

するものであり，その多くは都市部の住宅地等

から木材の乾燥熱源としての利用が増えている。

で発生する。従って，林業分野というよりは民

また，「ダイオキシン類対策特別措置法」によ

生分野になると考えられるが，製材工場の木屑

る焼却炉の規制が平成14年12月から完全実施さ

と混ぜて木屑焚き発電をしている事例が少なか

れたことにより，従来は焼却処分されていた木

らずあるので，ここでは林業分野に入れて話を

屑類を蒸気等により有効利用しようという動き

進める。量の確保は比較的楽であるが，不純物

が加速しつつあるようである。

の取扱い（釘等の除去，防腐剤・防蟻剤の処
理）には注意が必要とされている。

なお，ＮＥＤＯの「バイオマスエネルギー導
入ガイドブック」では，平成14年度末で木質燃

この分野では，製材工場等で発生する木屑の

焼熱利用の事例として25件，木質燃焼発電の事

利活用が一番進んでいる。利活用の方法として

例として21件，木質バイオマス利用ガス化等の

は，小規模にはチップボイラー，ペレットボイ

事例として３件，木質ペレット製造の事例とし

ラーでの利用，中規模以上では木屑焚きボイラ

て７件がリストアップされている。

ーを利用した直接燃焼発電や熱利用が行なわれ
ている。

4.4

ペレットは，樹皮粉砕物やおが屑などを成形

農業分野における取り組み

農業分野におけるバイオマスとしては，農業

機を用いて直径７mm，長さ15mm程度の円柱状に

残渣と畜産廃棄物に大きく分けることができる。

したもので運搬に便利であり，燃焼性も良いの

農業残渣には，稲・麦のもみがら・わら，と

で，クリーンなボイラー燃料として利用される。

うもろこし・根茎植物の葉や茎，サトウキビの

ペレットはコストがかかることから普及が進ん

バガス（製糖時に発生する繊維質の絞りかす）

でいなかったが，岩手県などで導入普及のため

などがある。これらの発生量は年間約2,000万

の活動が行なわれつつある。

トンと非常に多く，うち稲わら・籾殻の米残渣

中規模以上の木屑焚きボイラーを利用した発

が約1,660万トンと全体の84％を占めている。
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設備規模とエネルギーの利用形態のイメージ
木質バイオマスの種類

森林バイオマス

間伐材

工場端材

工場端材
おが粉
バーク

１t／日

１０t／日

１００t／日

３００t／日

ペレット

直接燃焼発電・熱利用

チップ

ガス化発電、石炭混燃発電
直接燃焼発電・熱利用

（自家消費及び場外供給）

（主に自家消費）

実線は国内事例
建築廃材

破線は海外事例
小規模

エネルギーの利用形態と
用途

１，０００t／日

中規模～大規模

ペレットストーブ：住宅、
公共施設

直接燃焼発電：工場内利用、売電
直接燃焼熱利用：木材乾燥、工場熱源、暖房・給湯・冷房

ペレット（チップ）ボイラー：
公共施設
ガス化発電：工場内利用

海外での直接燃焼利用：売電、地域熱供給
海外でのガス化発電、石炭混燃発電：売電

間伐材については、水分量、収集費用・処理費用の点から間伐材単独での利用は現状難しいと考えられる。

図4－2

木質系バイオマスの利用形態
（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）

バガスは製糖工場で燃料として利用され，工
場内の電気および熱としてエネルギー回収され

ないしは処理について合わせて検討する必要が
ある。

ている。しかし，米残渣などはほとんどが農地

国内での事例を第６章で紹介する。なお，Ｎ

へのすき込みや家畜の敷料および堆肥に利用さ

ＥＤＯの「バイオマスエネルギー導入ガイドブ

れていて，エネルギー利用はほとんどされてい

ック」では，畜産廃棄物のメタン発酵の事例と

ないのが現状である。

して26件，鶏糞ボイラーの事例として３件がリ

畜産廃棄物は，牛・豚・鶏などの家畜の糞尿

ストアップされている。

が主である。含水率の高い牛・豚の糞尿はメタ
ン発酵させ，メタンガスを使った発電をする事

4.5

例が多い。一方，比較的含水率の低い鶏糞は直
接燃焼させて熱利用させる事例が多い。

民生分野における取り組み

民生分野のバイオマスとしては，汚泥（下
水・し尿・産業廃棄物汚泥），都市ごみが主な

(3)

図4－3 に畜産系バイオマスの利用形態を示
す。

ものとして挙げられる。都市ごみの利活用につ
いては，ごみ焼却工場における所謂ごみ発電が

「家畜排せつ物法（家畜排せつ物の管理の適

すでに行なわれており，また発電効率の向上を

正化および利用の促進に関する法律）」が平成

目的とした「高効率廃棄物発電技術開発（高効

11年に施行され，家畜糞尿の適正処理（素堀

率廃棄物ガス変換発電技術開発）事業」が平成

り・野積みの全面禁止）が義務付けられたので，

３年度から15年度まで行なわれてきている。

今後メタン発酵を利用したエネルギー利用事例

これについては，本書姉妹編「新エネルギー

が増えていくものと考えられる。なお，メタン

の展望：廃棄物発電（その３）－廃棄物ガス化

発酵の後に発生する分離液（液肥など）の利用

溶融発電－」（1999年３月）に詳述されている
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設備規模とエネルギーの利用形態のイメージ
畜産バイオマスの種類

牛

１t／日

１０t／日

特に乳牛

１００t／日

３００t／日

メタン発酵発電・熱利用
（主に自家消費）

豚

１，０００t／日

メタン発酵
発電・熱利用
（自家消費
及び売電）

鶏

実線は国内事例

直接燃焼

破線は海外事例

メタン発酵発電・熱利用：工場内利用、売電
エネルギーの利用形態と
用途

海外でのメタン発酵発電・熱利用：売電、地域熱供給

図4－3

畜産系バイオマスの利用形態
（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）

ので，そちらを参照されたい。また，ＲＤＦ

ＮＥＤＯの「バイオマスエネルギー導入ガイ

（ごみ固形化燃料）による発電利用もここでは

ドブック」では，食品ゴミのメタン発酵の事例

省略する。

として20件，食品廃水処理におけるメタン発酵

汚泥および都市ごみの中でも含水率の高い食
品ごみ（厨芥・生ごみ）等は，メタン発酵によ

の事例として15件，ＢＤＦ製造の事例として34
件がリストアップされている。
図4－4(3)に食品系バイオマスの利用形態を示

る発電利用が多く行なわれている。また，廃食
用油などではＢＤＦ（Bio-Densified Fuel，バ

す。

イオマス圧密化燃料）に加工して自動車用燃料
に利用する事例などがある。平成12年に施行さ
れた「食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律（食品廃棄物リサイクル法）」により年
間100トン以上の食品廃棄物を排出する事業者
に20％以上のリサイクルが義務付けられたので，
これによるメタン発酵が進んでいくと考えられ
る。ビール業界では既に発酵メタンによる燃料
電池発電システムの導入例がある。
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設備規模とエネルギーの利用形態のイメージ
食品バイオマスの種類

食品

事業系厨芥

ゴミ

（家庭の生ゴミ）

食品

食品工場

排水

排水

食品

１t／日

１０t／日

１００t／日

３００t／日

１，０００t／日

ＢＤＦ

１Ｌ／日

１０Ｌ／日

１００Ｌ／日

３００Ｌ／日

１，０００Ｌ／日

メタン発酵発電・熱利用
（主に自家消費）

実線は国内事例

メタン発酵発電・
熱・燃料利用
（自家消費及び
場外供給）
破線は海外事例

メタン発酵発電・熱利用
（主に自家消費）

ＢＤＦ
製造
（普及啓
発主体）

ＢＤＦ

ＢＤＦ製造
（事業者向け）

ＢＤＦ製造
（市販用）

メタン発酵発電・熱利用：工場内利用、売電
エネルギーの利用

メタン発酵

海外でのメタン発酵発電・熱利用：売電、地域熱供給
海外での燃料利用：自動車

形態と用途
ＢＤＦ

燃料利用（自動車等

図4－4

食品廃棄物系バイオマスの利用形態
（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）
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５

バイオマス変換技術

なお「エネルギー変換」としても種々の分類
法があるがここでは例として「直接燃焼」「化

5.1

導

入

学変換」「生物化学変換」その他「搾油・搾

ここで紹介するバイオマス変換技術はエネル
ギーとして利用（特に発電を想定）することを

汁」等の大別法を用いた。その概要を図5－2(8)
に示す。

前提とする。
現在おなじみの石油，石炭，天然ガス等の化
石エネルギーを利用できるようになったのは，

直 接 燃 焼

（熱・発電）

熱

分

解

（液体燃料）

ガ

ス

化

（発電、液体燃料）

熱化学変換
バイオマス

近年の産業革命以降（約200年間）であり，人
類が火を利用し始めたといわれる実に50万年前
から近年までは，木や草や石炭等のバイオマス
をエネルギーとして頼ってきた。ところでそれ

生物化学
変
換

らのバイオマスは，比較的入手しやすく，取り
扱いが容易で燃えやすいものが対象とされた。

水熱液化／ガス化

（液体燃料等）

アルコール発酵

（エタノール）

メタン発酵

（メタン）

油脂のミネラル化

（ディーゼル油）

そ の 他

端的なものが住居地近くの林や森からの木材類

そ

の

他

（炭化，ペレット化燃料）

であった。しかし今日，我々が注目するバイオ
マスは，１章でも述べたように，木や草は勿論

図5－2

のこと，人間の生活廃棄物である生ゴミから，

バイオマスのエネルギー利用技術
（文献(8)の図１をもとにＩＡＥにて作成）

農林水産業，酪農，下水道汚泥等あらゆるバイ
オ分を対象としており，その意味でその利用技

5.3

術も新しい視点からの取組みが必要とされる。

(1) バイオマス直接燃焼とは

バイオマス直接燃焼

そこで本章では，バイオマス利用技術として

バイオマス直接燃焼は，小規模のものでは家

どういうものがあり，どのような特徴を持って

庭の料理用や暖房用のストーブなど，大規模の

いるかの概要を述べ，次ぎに，主要なバイオマ

ものでは，ごみ焼却炉で最も実績の多いストー

スの種類に応じた利用技術の実用化動向とバイ

カ炉など，既に広くまた長年にわたって利用さ

オマスへの適性等について述べる。

れてきている技術である。しかし，その熱利用
効率（低位発熱量基準）は家庭用の料理用など

5.2

バイオマス利用の大系

では数％，暖房用もストーブでは10％前後，最

まず，バイオマス利用の体系化としては，ど

近では北欧のペレットストーブのように数段の

のような利用を想定するかで異なるようである

回収技術を組み合わせ数10％にものぼる熱利用

が，ここでは図5－1に示すように「食糧」「エ

効率を達成した暖房技術もあるようである。い

ネルギー変換」「有用物質変換」の３分類によ

ずれにせよ，以上の技術は既に長い間利用され

るものを示す。そのうち，ここでは前述のとお

てきた技術またはその延長で，その規模は小さ

り「エネルギー変換」を中心としてとりあげる。

く，効率も一般的に低い。そのような意味から，
以上の技術を「在来型バイオエネルギー」と称

食 糧 （ 飼 料 ）

し，次に述べる大規模の近代的利用方法を「新

バイオマス

型バイオエネルギー」と区別することもある。

エネルギー変換

さて，大規模になると発電用あるいは地域熱供
有用物質（ケミカルズ、工業原料）等変換

図5－1

バイオマス利用の大系

給も兼ねた熱供給技術となるが，発電用の場合
従来の単なる燃焼により蒸気ボイラで発電する

－ 17 －

方法では，発電のための熱損失もあり一般に

炉」が挙げられる。原理的には「固定床炉」と

（従来実績の多い蒸気条件を採用したもの）10

「ストーカ床炉」とは同じで，可燃分は火床の

～15％，高効率型（従来実績を越えて高温高圧

上で下方より投入される空気で燃焼するもので，

の蒸気条件を採用したもの）では20％前後の値

固定床炉は火床が固定していて簡便であるため

である。

（設備費が安価であることか）バイオマス利用

しかし，これが熱供給となると，熱と電気の

でも規模において，多くの実績を有している。

出力まで加えたエネルギー効率は50％を超える

しかし，燃焼制御が困難なことから燃焼効率が

値も得られ，エネルギー利用効率面では格段に

低い，火床への可燃分と空気の均一分離が困難

優れた利用方法となるか，暖房用熱水（又は蒸

などから，燃焼効率を上げる必要がある場合，

気）管網の設置ポンプ等の付属設備の設置等の

あるいは中大規模となると「ストーカ炉」に移

インフラ整備が必要であるため，実際の利用は

行する。

寒冷地等でそのようなインフラが整備されてい
る所に限定される。

「ストーカ炉」は，廃棄物焼却・発生等で既
に都市ごみの分野では現在なお主流の技術では
あるが，バイオマス分野でも，バーク（木の

(2) バイオマスの燃焼特性

皮），バガス（砂糖きびのしぼりかす）等の比

産業用あるいは大規模エネルギー利用として

較的形状の大きなバイオマスの燃焼に適してお

近年薪炭（バイオエネルギー）に代わり，石炭

り，既に多くの実績もある。しかし，移動する

（その後石油）が利用されるようになった背景

とはいえ，火床を介しての燃焼であるため，高

には次に述べるようなバイオマスの一般的問題

水分含有あるいは小径粒子を多く含むバイオマ

点が挙げられる

(15)

。

ス，さらにバイオマスではないが廃プラスチッ

①

発熱量が低い（効率が低くなる）

②

水分が多い（水分乾燥設備が必要）

③

かさ密度が小さい（燃料の貯蔵スペースの

ク類の燃焼には不適とされる。
キルン炉は，若干傾斜した回転する円筒状の

増大，運搬・搬送コストが増大する）
④

より供給）を回転と自重により混合，燃焼，移

分散する生産地からの収集が必要（安定供
給と経済性への影響）

⑤

回転燃焼域の中で可燃物と空気（一般に逆方向
動させるもので，比較的低温で長時間かけて燃
焼できるため，ストーカ燃焼には及ばないが，

収集量に季節的変動がある（安定供給への

比較的不均一な形状の燃料でも効率良く燃焼で

懸念）

きる。一方，ロータリキルンの回転動力が必要，

一方，利点としては「再生可能エネルギー」

設置面積が大きい等の負の要素も指摘される。

であるという近年注目されてきた最大の特徴の

「流動床炉」は炉内に砂などの媒体を充填し，

他に次の点が挙げられる。

その下部から空気で流動させた状態に上部に可

①

燃物を投下し燃焼させるもので，上述のストー

一般に灰分，いおう分，さらに種類によっ
ては塩素等の公害汚染物質が少ない。

②

カ炉で処理できないような高水分含有あるいは

従って燃焼灰は，土壌への還元を含めて有
効利用選択肢の幅が広い。

水性粒子を多く含むバイオマスの燃焼に適して
いる。バイオマス利用の適用例としては汚泥の
燃焼が挙げられる。

(3) バイオマスの燃焼技術

流動床燃焼方式は通常型（バブリングベッド

燃焼技術としては，石炭や廃棄物の燃焼の場

型）とより大型化を可能とする循環型（サーキ

合と同じように「固定廃炉」，「ストーカ炉」，

ュレーティングベッド型）がある。循環型はさ

「キルン炉」，「流動床炉」および「噴流床

らに内部循環式と外部循環式とがあり，バイオ

－ 18 －

マスの種類あるいはメーカによってその形式が

本技術は本来大規模用（例．バイオマス処理

異なる。流動床炉は燃焼特性が良いのでストー

量 900ｔ／日以上）としては燃焼特性面等で非

カ炉，ロータリキルン炉に比べると火炉面積あ

常に優れているが，逆に小規模用（例．600ｔ

たりの燃料消費量（炉床負荷）を大きくとれる

／日以下）の場合には燃焼を完結する所定の燃

ため炉は比較的コンパクトになる。一方，流動

焼空間が必要となるため，炉サイズは大きくな

床を形成するための送風機による（特に循環流

り，経済性面で，ストーカ炉や流動床炉よりは

動床の場合）動力が大きく，また流動層圏で均

不利になると考えられる。

一な燃焼を行なわせるためには燃料にある程度
サイズが揃ったものが好ましく，そのための粗

5.4

粉砕が必要である。以上の方式を図5－3(15) に
示す。

熱分解反応(9)

熱分解反応とは，バイオマスを空気（または
酸素）をしゃ断（あるいは極く少量投入）して，
400～600℃に加熱して気体（熱分解ガスあるい
は木ガス），液体（タールあるいは酢液）およ
び固体（チャーあるいは炭）を生成する反応で
ある。乾留と呼ばれる場合もある。また，生成
する物質の主体のおき方により異なる呼称があ
る。例えば，炭を目的とする場合は炭化，ガス
を目的とする場合は熱分解ガス化等である。図
5－4(8)にその概念を示す。

図5－3

バイオマス燃焼装置の各種形式

（出典：新エネルギー大辞典，工業調査会）

最後に紹介する「噴流床炉」は石炭火力発電
用ボイラとして広く用いられている「微粉炭燃
焼炉」をバイオマス燃焼に適用したものである。
微粉炭ボイラと同様，広い燃焼空間を利用して，
高温かつ短時間で完全燃焼を行なわせるもので，

図5－4

熱分解基本プロセスフロー

（出典：湯川英明，バイオマス究極の代替エネルギー）

一般に均質な燃料形状で微細・粉砕できるバイ
オマスの場合に適用できる。また，空気と燃料

なお，その生成割合は，原料（バイオマス）

の混合が容易で高温雰囲気にあることから，大

の種類と条件により異なるが，重量割合で一般

容量化が容易とされる。欧州では微粉炭と木質

に気体10～30％，液体40～65％，固体（チャ

系バイオマスの燃焼に用いられる例もある。

ー）10～20％とされる。しかも，その生成割合

また，米国では一般廃棄物を比較的一定サイ
ズ内に裁断（シュレッド）しただけで噴流床炉

は熱分解反応条件でかなり制御できるようであ
る。
例えば液体分またはタールを意図的に取り出

で適用する例（シュレッド・アンド・バーン方
式）もある。

す目的のためには熱分解の加熱時間を短くする
－ 19 －

方法が有効であることが知られている。そのよ

ることが多い。

うな目的の反応を急速熱分解と称している。ラ

一方，後流において燃料油の製造を狙いとす

ボ試験規模で液体部が90％を超す高い割合（収

るなら，それに適した，H2とCOの割合を得るよ

率）の例もあるといわれている(9)。

うなガス化剤とガス化条件が必要とされ，その

また，固体（炭）の割合を多く取り出したい
場合は，炭焼きの例に見られるように，緩やか

ためには一般にガス化剤としては（窒素の入ら
ない）酸素が用いられる。

で長時間かけて行なう加熱が有効とされる。固

例えば，H2／COの割合はガソリン・軽油等の

体回収率で30％レベルの実用例もある。表5－

炭化水素製造なら２（下記※１の反応），メタ

(8)

1 は急速熱分部油の組成例を重油との比較に

ノール製造なら３（下記※２の反応），ＤＭＥ

おいて示したものである。

合成なら１（下記※３の反応）が適している等
である。図5－5(9)にその概念を示す。

表5－1

急速熱分解および重油の特性

図5－5

バイオマスからのガス化
－液体燃料変換フロー図

（出典：湯川英明，バイオマス究極の代替エネルギー）

5.5

ガス化反応(9)

上述の熱分解は，基本的には空気をしゃ断し
て加熱して反応させたものであるが，本項で述

（出典：湯川英明，バイオマス究極の代替エネルギー）

※１．CO＋2H2

→ (－CH2－)n＋H2O

※２．CO＋3H2

→ CH3OH

※３．3CO＋3H2

→ CH3OCH3＋CO2

べるガス化はガス化剤と称される空気または酸
素を用いて（但し，完全燃焼用の理論空気量よ

但し，上述の各種燃料油製造をバイオマスか

り格段に少ない量）固体および油を更にガス化

ら行なっている実用例は未だないが，あっても

して，全体的に可燃性ガスの割合を高めたもの

極めて少ないと見られている。

である。後続の目的に応じて，適切なガス形成

（注：合成ガソリンを製造している南アフリカのＳＡ

となるよう，ガス化炉形式や反応条件が選定さ

ＳＯＬの例では，原料に石炭を利用しており，

れる。

バイオマスではない）

例えば，後流でガスエンジンやガスタービン
あるいはボイラ等で燃焼して発電を行なわせる

バイオマスからこれら燃料油製造を目的とし

場合は同機器において安定的燃焼が得られる最

て熱分解技術を適用する問題点は，後述のエタ

低レベルの発熱量あるいはガス組成があれば十

ノール変換の場合と比べて，エネルギー変換効

分であり，その点設備の簡素化と運転経費を考

率が低いことにあるといわれる。

慮してガス化剤としては一般に空気が用いられ
－ 20 －

以上「熱分解」と「ガス化」反応を別々の装

置を想定して述べてきたが，システムによって
は両反応を一つの装置で達成できる技術も提案
されている。特に燃料油製造に対して上述した
ように熱分解技術を適用する場合の変換効率の
低下を防ぎ，また経済性を確保する視点から現
在鋭意技術開発が進められている。それらの概
要は，後章にて述べる。
5.6

水熱液化／ガス化(9)

バイオマスは種類にもよるが，熱水（例えば
100℃前後の水）を注ぐと熱水中に可溶性のも
のが溶け出すものがある。例えば身近な例とし
ては，お茶や紅茶を入れる場合がその一例であ
る。また，工業的には昆布がアルギン酸（シロ

図5－6

温度・圧力と水熱反応

（出典：湯川英明，バイオマス究極の代替エネルギー）

ップ等の食品の安定剤や捺染剤として用いられ
る粘性の可溶性物質(6)）の抽出や樹皮からのタ

5.7

生物化学的変換

ンニン（インクの原料やなめし剤等に用いられ

ここで取り扱う生物化学的反応としては，現

る無色可溶性物質）の抽出などにこの性質が利

在実用化されているエタノール発酵とメタノー

用されている。

ル発酵を取り上げる。「エタノール発酵」は糖

以上は100℃以下の例であるが，バイオマス

分，デンプンあるいはセルロース等原料に菌が

の熱水中への抽出の程度は，その熱水の温度に

働いてアルコール（エタノール）を発生させる

よって様相が異なる。例えば200℃前後になる

もので，いわばその原料は全て植物系である。

と，加水分解（有機化学では，有機化合物が水

これに対して「メタン発酵」は生ゴミ等のタン

の作用によって，酸，アルコールなどを生じる

パク質を主成分として，菌の働きでメタンを発

反応を言う。デンプンやセルロースの場合，同

生させるものである。この場合の原料は炭水化

反応を「糖化」とも称する。）が起り易くなる。

物やタンパク質など幅広い有機物を利用できる

また，同温度では固形状バイオマスの細胞膜

が，汚泥，生ゴミなどのタンパク質を含む原料

や細胞壁が熱水に破壊され，液状化する現象が

が適している。このようにバイオマスからの生

見られる。さらに300℃前後になると，前述の

物化学的変換を考える場合は，その利用形態

「熱分解」反応に必要な加熱源として作用し，

（エタノールかメタンか）の選択に合わせて得

重油状液体が発生し，温度が更に上がるとガス

られるバイオマスの種類と適性，さらに転換効

状物質も発生する。特に触媒を利用して，目的

率等を充分検討して最適方法を採用することが

とするガスを選択的に発生させたり，生成ガス

必要とされる。

の割合を増大（ガス化率の向上）させるなど本
方式の活用が考えられているが，未だ実用に供

5.7.1

エタノール発酵

されている例はないようである(9)。しかし，本

エタノールは「理化学辞典」によれば「正式

方式は，研究開発段階にあるとは言え，今後の

名 称 は エ チ ル ア ル コ ー ル (C2H5OH) で ， 沸 点

成果が注目されている技術である。図5－6(9)に

78.3℃，比重0.789で無色透明で麻酔性を持つ

水熱反応と温度・圧力との関係を示す。

液体（常温）である」と述べられている。通常
アルコールは酒精とも言われ，太古から人類に
－ 21 －

とって切っても切れない酒の主成分であること

も有効利用できるものから，木質系バイオマス

は自明のところである。自然界でも類似の生成

のように前処理や糖化してエネルギーを必要と

物が見られるが，工業的にはサツマイモ，ジャ

するもの等，その性状によってエネルギーの利

ガイモなどの「デンプン質」，糖を含む果実，

用効率はかなり異なる。

のこくずなどの「セルロース質」，亜硫酸パル

しかし，いずれの場合でも，現状のままでは

プ廃液などを原料として（必要に応じ，これを

既存の化石エネルギーには及ばないため，工程

酸化を行って）酵母で（アルコール）発酵させ，

の簡素化，エネルギー利用効率の向上を目指し

蒸留して製造する。また，石油精製品のエチレ

た技術開発が進められている（例えば「遺伝子

ンに触媒存在下で硫酸を反応させて作る方法も

組み換えによる高品質対応高性能酵母菌の開

ある。図5－7(8)に，エタノール発酵プロセスの

発」「糖化と発酵を併行的に行なわせる併行糖

概略フローを示す。

化発酵プロセス」の開発等の従来研究に加えた
新規定等，あるいは新しい発想に基づいた提案
等）。なお，上述フローシートの発酵糟から得
られるメタノールは（発酵糟の微生物の耐性の
制約から）５～10％の低濃度水溶液であり，ま
た副生物や不純物も含んでいるので，分離・精
製が必要である。この工程は設備コスト上，全
設備に占める割合は比較的小さいが，その際の
エネルギー使用量が大きい（大きい場合で製造

図5－7

エタノール発酵プロセスフローの概略

（出典：湯川英明，バイオマス究極の代替エネルギー）

プロセス全体の70～80％と言われる）ことが指
摘されている。
以上のような理由もあり，バイオマスからの

さて，本書で取り上げる目的は，エタノール

エタノール製造は（少なくとも日本では）他の

エネルギーとしての期待であるが，既に海外で

既存エネルギーに比べかなり割高で，今後の技

は自動車燃料あるいはオクタン価向上添加剤と

術開発でどこまで低下できるかが注目される。

して利用されている実績もあり，我が国でも将
来の自動車用あるいは産業用・民生用燃料とし

5.7.2

ての可能性もあると指摘されるためである。

メタン発酵

メタンは，既に天然ガスとして存在し，現代

同フローを概略説明する(8)と，収集された原

のエネルギー構成の一翼を担うほど重要かつ大

料は，前処理糖化工程でセルロース質やデンプ

量に利用されているが，それらはほとんど自然

ン質などの糖類によってその程度は異なるが，

のガスから収集され，搬入されたものである。

糖類（例えばグルコース）に換えられる。

ここで対象とするメタンは，バイオマスから

（前処理には粉砕，蒸煮等の物理的前処理と，

微生物の働きにより，メタン発酵により，メタ

酸・アルカリ等の化学的前処理がある。また，

ンを得ることを担ったものである。「理化学辞

糖化には，一般的に硫酸を用いる酸・加水分解

典」によれば「メタン発酵とは嫌気性生物であ

法が採用される）

るメタン細菌によって行なわれる発酵。炭酸の

上記工程で得られた糖類は，微生物（酵母や

還元により生成する方式と酢酸やメチルアルコ

細菌）により発酵し，エタノールを生成する。

ールなどの有機物の分解によって生成する方式

なお，原料に関しては，例えばサトウキビのよ

とがある (16) 。」と表現されている。実用的に

うに，本質が糖である上に搾りかす（バガス）

は，有機物がアルコールや低分解脂肪酸等に分
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解される過程とアルコール等がメタンに変換さ

5.8

れる過程の２段階を経て，メタンが生成される。

その他

以上，代表的な変換技術の概要を述べた。実

そのため，微生物群もそれに適した２種類のも

際の適用に際してはそれぞれの特徴を生かしな

のが必要と言われる。メタン発酵プロセスの概

がら利用目的に見合った最適形式が選定される

(8)

略フローを図5－8 に示す。

ことになる。場合によっては，それらを組合せ
て利用する場合もあろう。
我が国ではバイオマス利用発電技術としては，
例えば製紙会社の黒液利用発電技術のように多
くの実績があり完成度の高い技術もあるが，一
般に完成途上にあるものが多い。特に経済性，
実用性も兼備して商品価値の高い技術の完成の
ためには更なる技術的改良・開発が必要とされ
る。

図5－8

メタン発酵プロセスフローの概略

それらの中でも特に新らしい視点から，利用

（出典：湯川英明，バイオマス究極の代替エネルギー）

技術の基本形式まで踏み込んだそれぞれ特徴あ
る提案がＮＥＤＯ主導プロジェクトにより推進

なお，メタン発酵は，特に水分含有量の多い

されている。それらの概要は後章（第８章）に

有機性廃棄物の環境に適合した処理技術，さら

て紹介するが，以上の各種利用技術の概要を上

にエネルギー回収技術として優れた特徴をもっ

述の新提案技術の例も含めて概要把握の参考の

ている。例えば，畜産廃棄物や食品加工廃棄物，

ために表5－2(17)に示す。

あるいは下水汚泥は高い割合の水分を含んでい
表5-2

るので，燃焼等の理化学的変換を行なう場合は

バイオマスエネルギー利用技術の
比較

（方式によっても異なるが，一般的に）前処理
としての水分除去，乾燥に多大のエネルギーを
必要とする。
また，畜産汚泥水の処理として一般に普及し
ている活性汚泥処理は，曝気用消費電力が大き
い，あるいは余剰汚泥の処理に課題を抱えてい
ると言われるが，上記の発酵法はその点問題が
少ないと言われる。なお，発酵糟より出るガス
中のメタンの割合は約60％あり，このまま地域

（出典：小林由則他，バイオマスガス化による液体燃

暖房用ボイラー用燃料として利用可能であり，
既にＥＵでは本方式の採用例が数多く実現して
いる。ただし，本格的バイオマスの利用と言う
視点から捉えるとメタン発酵の速度が遅いこと
が指摘され，特にその最大の原因が有機物の加
水分解過程にあることが明らかになったことも
あり，このための効率的な発酵糟プロセス（現
在開発中）の完成が重要と言われる。
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料装置の開発）

６

バイオマス利用技術の実例

ラ等でその発生エネルギーは工場内熱利用とし
て利用される。設備がやや大きくなり中規模

以上にて，バイオマスの技術面の概要を述べ

（例．40～50ｔ／日）となると直接燃焼発電・

たが，ここでは主要なバイオマスの種類毎にど

熱利用設備で，その発生エネルギー(電気，熱)

のような利用技術が実用化されているかを，特

は，工場内での自家消費や隣接工場消費として

に発電技術としての適用例を中心に述べる。

利用される。さらに設備が大きく（例．50ｔ／

ここで述べる技術例は，次の項目に対応する
ものとする。

日以上）なると，同様の直接燃焼発電・熱利用
設備あるいはガス化発電設備等に利用されるが，

(1) 木質系バイオマス（木くず，建築廃棄物
など）

その発生電気や熱の一部は，経済性向上を狙っ
て売電，あるいは売熱用にも利用される。

(2) 畜産系バイオマス

上述の小規模の場合の木質燃焼熱利用の実例

(3) 廃棄物系－汚泥等

は，(株)三菱総合研究所が平成14年に行った調

(4) 紙パルプ系

査によれば約30施設（アンケート回答分，以下

(5) 食品廃棄物系

同様）にのぼる程多い(3)。ほとんどが，工場か
らの木屑・バーク，端材が主体で，特殊なもの

6.1
(1) 概

木質系バイオマス

(3)

として製紙スラッジ，椎茸の廃材等も利用して

要

木屑焚ボイラ（一般にストーカ燃焼方式）で，

木質系バイオマスは，前述（3.1項）のよう

蒸気を発生し，工場用蒸気または暖房用等の熱

に①間伐材や林地残材のように「木材生産の副

源として利用している。なお運転時間は日中を

産物」，②木材加工部門で発生する「木くずや

基本とした間歇的運転方式が多い。

建築廃材」，さらに③将来的にはバイオマス利

設備が中規模以上となると燃焼発電の事例も

用を主目的とした「バイオマスプランテーショ

増加する。同上調査によれば，我国での適用例

ン」等が考えられる。なお，製紙工場からの

は約20施設にのぼり，それによる発電出力は，

「パルプ廃液」も本項に含めることも可能であ

約40,000kWで，最大規模は3,500kWである。

ろうが，その点別途説明するのでここでは除外
した。

なお，木質バイオからのガス化発電の事例は，
我国ではガスエンジンを利用した小規模

このうち木質系バイオマスの実用例として多

（500kW以下）が数例ある (3) が，欧州では比較

いのが，上記の「②木くずや建築廃材」であり，

的大規模（数万kW級）でガスタービンと蒸気タ

現 状 約 100万 kl （ 原 油 積 算 ） 利 用 さ れ て い る

ービンと組合せた複合発電システムの実績もあ

（賦存量430万kl）（前述表2－1）。

る。

この範疇の対象材料としては，製材工場等で
発生する木屑やバーク，建設廃材等いわゆる産

(2) 木質系バイオマス利用の事例

業廃棄物の他に用途に応じて木材を利用し易い

木質系バイオマスの直接燃焼発電の事例とし

ように加工（例．ペレット）したものである。

て，自社の製材工場から出るプレーナダスト

木質バイオマスエネルギー利用事例の設備規

（かんなくず）やバーク（樹皮）などの木くず

模と利用形態は，第４章の図4－3を参照願うも

を主要燃料として，発電を行っている実用プラ

のとする。

ントの事例を紹介する。これは，特に木くずを

同図に示されるように比較的小規模（例．木

焼却・発電することによって製材工場の電力購

質バイオ処理量50ｔ／日以下の規模）の場合は，

入量削減と廃棄物処理費用の低減をはかったも

ペレット使用のストーブあるいはペレットボイ

のである。
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・プラント概要

ボイラ蒸気条件：（ボイラ出口）
圧力16kg／cm2，温度270℃

事業主体：銘建工業株式会社（岡山県勝山町）
施設名称：本社エコ発電所

発電機（蒸気タービン）：背圧タービン

運 開 年：1998年

発電出力：1,950kW

設備規模（木くず処理量）：60ｔ／日

用

稼動時間（１日）：24時間（昼夜連続）

システムフローを図6－1(3)に示す。

途：自家消費

焼 却 炉：ストーカ式

図6－1

木質直接燃焼発電

施設図
（出典：銘建工業(株)パンフレット）

・プラントの特徴

6.2

本来木くずの処理が優先されており，木く

(1) 概

畜産系バイオマス(3)
要

ず処理量の割には電気，蒸気の発生量が少な

畜産系バイオマスには，畜種によりその排せ

いが，2002年に処理量の増大からそれまでの

つ物（糞尿）の形状が異なるので，それに対応

昼間運転を昼夜連続運転に切替え，投資削減

した処理方法が選ばれる。

効果が顕著にあらわれるようにした。

一般に，牛と豚の排せつ物は，含水率が高い

なお，発生電気は売電は行っていないが，

ので，メタン発酵が適しており，鶏のそれは，

所内用購入電力（10円／kWh）の節減（年間

含水率が低いので直接燃焼が適しているといわ

9,000万円の削減），灰の減容化に伴う灰処

れる。

理経費節減，さらに工場送気プロセス蒸気や
暖房用熱源による効果もあわせ，単純回収計

エネルギーとして利用可能かどうかは，規模
（処理量）の大きさによって左右される。

算では投資費用（約10億円）は約３年間で回
収されるとの試算が報告されている。

メタン発酵の場合は，１日数トン規模，直接
燃焼の場合は，数10トン規模以上が望ましく，
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実際の適用においても同規模を最小として，大

受賞等注目された施設である。

きいものは300ｔ／日（牛，豚および鶏の場合

・プラント概要

も最大は同じ）規模までの実績がある。なお，

事業主体：(財)八木町農業公社（京都府八木

海外では300ｔ／日以上の施設も多く存在する。

町）

牛，豚を対象としてメタン発酵によりなんらか

施設名称：八木バイオエコロジーセンター

のエネルギー回収を行っている施設は，全国で

運 開 年：1998年

約30施設近くある。

施設形式：メタン発酵発電

その大半は，処理量50ｔ／日以下であり，そ

（中温発酵(37℃)，高温発酵(55℃)）

の様な小規模でもガスエンジン等を利用して生

設備規模：（平成13年増設後）86ｔ／日

成ガス単独あるいは他の燃料と共用（デュアル

（内訳：乳牛糞尿40ｔ／日，豚糞尿8.8ｔ

フュエル）して発電を行っている事例も見受け

／日，わら・おがくず0.8ｔ／日，

られる。その中の最大規模は，300ｔ／日規模

おから10ｔ／日，引抜汚泥20.8ｔ

（北海道，網走農場，1994年完成，ボイラによ

／日，管理排水5.6ｔ／日）

(3)

る熱回収のみ）のものがある 。

稼動時間：24時間（昼夜連続）

鶏糞利用の事例としては，前述のように直接

発 電 機：ガスエンジン（３台）

燃焼（ボイラ）の適用となるが，我国の適用事

発電出力：220kW

例は数例にとどまり比較的少ない。

（70kW×２台，80kW×１台）
その他ガス用途：日中は自家消費，夜間は余

(2) 畜産系バイオマス利用の事例

剰電力を売電。

メタン発酵を利用した畜産系バイオマスの事

補 助 等：施設費に対し，国および政府から

例を紹介する。同プラントは，乳牛と豚の糞尿

の補助あり。

から効率良いメタン発酵（中温＋高温発酵）を
行いエネルギー効率向上を狙ったもので，新エ

システムフローおよび外観図をそれぞれ図6
－2(3)および図6－3(3)に示す。

ネルギー財団による平成10年度「新エネ大賞」

図6－2

八木バイオエコロジーセンターフローシート
（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）
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図6－3

中温メタン発酵システムの事例
（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）

・プラントの特徴

に取出される。これは真っ黒なドロドロの状態

八木町は畜産業が盛んで，乳牛・肉牛，豚
が合計3,000頭近くも飼われている。このふ

（濃度は濃縮後70～80％）をしており，黒液と
呼ばれる。

ん尿は，悪臭の発生源だけでなく，地下水や

黒液は，本来木材の抽出液であり，エネルギ

河川汚濁等の環境汚染となることが懸念され

ーを有しているとともに，液中には，蒸解工程

ていた。従来は，このふん尿の利用は堆肥化

で投入される薬品（硫酸ソーダ（Na2SO4 ）等）

することが通例であったが，本プラントでは，

が含まれているため，このエネルギーと薬品の

ふん尿が有するエネルギーが未利用のままで

回収を目的として回収ボイラ（黒液回収ボイ

あることに注目し，まずエネルギーとして回

ラ）が採用されてきた。

収できるものは回収した。すなわち，メタン

製紙工場における黒液回収ボイラは，既に30

発酵で発生した可燃性ガス（消化ガス）を使

年以上の実績があり，その出力規模も製紙工場

って，ガスエンジンで発電するとともに，回

の自家発電設備として利用される程大きい。ま

収した排熱は，発酵槽の加温等に利用するな

た，その性能向上の努力は絶えず続けられてい

ど有効利用をはかっている。次いで，発酵残

るが，確立された技術である。
国のエネルギー政策上は，「新エネルギー」

さは良質の堆肥としての利用が図られている。
さらに廃液もその有効利用を目指した検討が

の中のバイオマス熱利用として位置付けられ，

進められるなど，全体的に資源・エネルギー

現在においてバイオマス熱利用の大半を占める

の有効利用への努力がなされている。

程利用規模がある。
しかし，製紙工場における普及は行きわたり，

6.3
(1) 概

またパルプ製造自体の需要動向とも相まって今

製紙工場の回収ボイラ

後の更なる利用規模増大は期待し難い面がある

要

製紙工場において，木材を加工して，紙の原

と見られている。

料であるパルプを作る際に，蒸解という工程に
おいて，薬品によって繊維質分（木材中約

(2) 回収ボイラの事例

50％）が取出される。その際の残った成分（約

上述のように回収ボイラは，製紙工場におい

50％）であるリグニンやヘミセルロースという

て黒液（パルプ廃液）からの薬品回収とエネル

非繊維質分が，蒸解工程で使われた薬品と一緒

ギー回収を行うものであり，そのエネルギー
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また，回収ボイラの構造例を図6－5(4)に示す。

（発生電力）は，製紙工場における主要エネル
ギー源として位置付けられている。
・回収ボイラの機構
回収ボイラは，一つの炉内がその反応の種
類に応じて一般に大きく３つの部分に分けら
れ，下より還元ゾーン，乾燥ゾーンおよび酸
化燃焼ゾーンと称される。
黒液は，乾燥ゾーンに相当する位置より炉
内に噴霧される（火炉内に散布する方式もあ
る）が，噴射された黒液は炉床に落下するま
でに水分の乾燥と脱水反応が起る。炉床に落
下した黒液（無機分と炭素から成る）は，同
部分では酸素が欠乏した還元ゾーンであるの
で，硫酸ナトリウム（Na2SO4 ）が硫化ナトリ
ウム（Na2S）へ変化（還元）しながら反応を
行う。硫化ナトリウムや同様に生成した炭酸
ナトリウム（Na2CO3 ）の混合物をスメルトと
称し，それが，炉床排出口より取出され，苛
性化工程でNaOHとして再度薬品用として使わ

図6－5

れる。その他未燃分は，酸化燃焼ゾーンで燃

回収ボイラの基本構造
（出典：バイオマスハンドブック）

焼される。
その際回収ボイラの伝熱面を介して高温・

なお，最近の技術開発のテーマとしては，

高圧の蒸気がつくられ，蒸気タービンにより

ボイラ蒸気条件の高温・高圧化（例．13.3

発電が行われる。

MPa×515℃），連続操業性に関する機能向上
のための高性能脱カリ等の課題があげられ，

回収ボイラの炉内メカニズムの概要を図6
(4)

－4 に示す。

実機ベースの技術課題としてユーザ，メーカ
等協力の下に積極的に取組まれている。
6.4
(1) 概

食品廃棄物系バイオマス(3)
要

ここで取上げる食品廃棄物としては，主に事
業系厨芥からの食品ごみ，食品排水などの処理
について紹介する。
その処理要領としては，一般に食品ごみでは
メタン発酵，食品排水の場合はメタン発酵やＢ
ＤＦ（Bio-Densified Fuel，バイオマス圧密化
燃料）（特に廃油回収の場合）処理が多い。
このうち，食品ごみのメタン発酵としては，
図6－4

前述の調査事例によれば，全国で約20施設が稼

回収ボイラ炉内

（出典：バイオマスハンドブック）

動中または計画中で，その処理規模は，実績的

－ 28 －

には大きい方で20ｔ／日前後で大半は10ｔ／日

生ごみはリサイクル率の向上が求められている

以下である。またそのうち小規模ではあるが，

ので，今後これらの技術適用事例は増加するも

発生メタンガスの有効利用という視点からその

のと考えられる。

大半は発電装置（ガスエンジンが多く，マイク
ロガスタービンも数例あり）が設置され，その

(2) 食品廃棄物系バイオマス適用の事例

施設あたり出力規模はほとんどが100kW以下で
ある。

ここでは食品排水系バイオマス適用（食品排
水メタン発酵）の事例の中から比較的規模が大

食品排水のメタン発酵の例も実用例が増加し
てきており，現在20施設程度で利用が行われ，

きく実運用中のシステムをとりあげる。
・プラント概要

その規模も業種（例えばビール製造工場，化学

事業主体：オリエンタル酵母(株)

薬品工場）の関係もあって前述の食品ごみのメ

施設名称：大阪工場バイオマス発電

タン発酵の場合より大きいものが多い。

運 開 年：2002年

ただし，そのエネルギー回収方法としては，

施設形式：食品排水メタン発酵・発電

工場での利用形態から蒸気等の熱回収が多く，

（メタン発酵型式：ＵＳＢ改良型

発電は少ない。

リアクタ・メタン発酵）
設備規模：837m3／日（バイオ投入量）

ＢＤＦの例では，廃食用油を利用して回収す
る場合であるが，最近自治体では，一般廃棄物

生成ガス量：1,300Nm3／日（メタン濃度72％）

回収に際して廃油として分別回収する事例も増

稼動時間：24時間／日

えてきており，全国で30余施設となっている。

発 電 機：ガスエンジン

ただし，現状では競合する軽油より割高となっ

発電出力：522kW

ているため新規参入はあまりない状況といわれ

・プラント特徴
自社工場廃液（パン酵母培養廃液）を利用

る。
なお，処理規模（計画油製油量）としては，

して，メタン発酵によりメタンを生成し，そ

大半が100Ｌ／日以下であり，中には，燃料製

の発生電力と発生熱エネルギー（蒸気および

造を目的として事業化した例では約6,700Ｌ／

温水）で工場で必要とするエネルギーの大半

日（例．松山市ダイキ(株)松山事業所），ある

をまかない，外部よりのエネルギー購入（特

いは同様にディーゼルエンジン代替燃料製造の

に電気）費用と本来必要な廃水処理に係る費

実証試験（ＮＥＤＯ）の例では約10,0000Ｌ／

用の節減をはかったこと。

日（例．広島市フロンティアジャパン(株)）等

コスト試算例では，投資回収年数が補助な

の規模のものも出現している。（注．海外では

しの場合で約６～７年（補助ありでは約４

数千～数万Ｌ／日の施設が実運用されている模

年）と試算されている。

(3)

図6－6(3)は，同施設のシステムフローを示

様である 。
なお，循環型社会構築の一環として食品リサ

したものである。

イクル法が施行され（2002年），特に事業系の

図6－6

食品排水メタン発酵利用
（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」）
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７

バイオマスエネルギー利用に係る
海外技術動向(13)(6)

7.2
7.2.1

欧州の事例
バイオマス直接燃焼発電の例(13)(6)

ここでは，バイオマス直接燃焼発電としては，
7.1

概

同技術分野で世界最大規模といわれるフィンラ

要

バイオマスエネルギーの利用例として，ここ
では海外で主に発電用を狙いとして，技術開発

ンドのPietarsaari発電所の事例を紹介する。
(1) システム概要
場

あるいは商業運転が行なわれている事例を２～

所：フィンランド，ヘルシンキ郊外
（400km）港町（Pietarsaari）

３紹介する。

プラント名：Pietarsaari発電所

まず，概念的にいえることは，エネルギー効
率および経済性面からいえば，バイオマスを既

所 有 者：Oy Alholments Kraft（製紙会社）

設の比較的規模の大きい微粉炭火力発電プラン

メ ー カ：Kverner（フィンランドのメーカ，

トに混焼する（例えば10～20％程度）ことがで

約20プラント実績有す）

きれば，規模が小さいバイオマス専焼発電プラ

ボイラ型式：循環流動床（ＣＦＢ）

ントの場合よりも有利となる。

燃料種類：木質系バイオマス（ウッドチップ，

一般に大型発電プラントの場合が主要機器の

バー ク 等） ，ビ ー トお よび 石炭

スケールメリット等もあり高効率運転が達成さ

（パ ル プ原 料用 お よび 黒液 を除

れ，また大部分の主要機器はそのまま活用され，

く）
混焼比率：木質バイオマス45％，ビート45％，

経済性でも優れるからである。

石炭10％

米国での適用事例はこの混焼方法が主体であ
り（但し，燃焼方式は，微粉炭燃焼，ストーカ

全蒸気発生量：700ｔ／ｈ

燃焼，流動床燃焼等多様），既に約20ヶ所で実

ボイラ蒸気条件：545℃×165bar

用化試験が行なわれ，近々実機適用も計画され

燃料投入熱量：590MWth

ている。

発電出力：265MW
同熱量ベース：550MWth

一方，バイオマスを極力多く（場合によって

熱 供 給：工場用熱供給

は専焼）利用する方向もあり，その場合は取扱

100MWth

地域熱供給

うバイオマスの種類に見合った燃焼方式および

60MWth

発電方式の採用が適切となる。燃焼方式として

発電効率（低位基準）：41％

は，一般に微粉のように粉砕化しないでもある

総合効率：68％

程度のサイズでも利用可能な流動床燃焼方式が

運転開始：2001年10月

適切であり，高効率化を狙う場合は，流動床ガ

環境対策：SO2対策；炉内のCa投入
（石炭やビート使用時のみ）

ス化方式をベースとしたバイオマス複合発電方

NOx対策；炉内アンモニア注入

式の採用が考えられる。
欧州を中心に既に商用機として採用例が見ら

(2) プラントの特徴，機器構成等

れるのは，後者の方式である。
そこで，ここでは最も実用化が進んでいる欧

本プラントは，もともとバークボイラ（スト

州の例を中心に直接燃焼発電の例とガス化複合

ーカ焚）をリプレースして建設されたもので，

発電の例を概説し，その後に米国の概要と日本

建設当時世界最大規模のバイオマス発電所とし

の取組みを紹介する。

て注目をあびた。プラント建設の狙いは，新し
いコンセプトの混焼発電所の実証とされており，
前述の混焼比率に対応したボイラ形式とサイジ
－ 30 －

ング（火炉サイズ奥行8.5×巾24×高さ40.5）

るように調整配分される）等に特徴が見受けら

(#6)，ホットサイクロン構成（内側をスチーム

れる。

冷却したものが３基あり。），バイオマス受入

同プラントのレイアウトおよびバイオマス貯

系統構成（受入れはピュアバイオマスとウエス

蔵フローシートを，それぞれ図7－1(13) および

トバイオマスに別けて貯蔵するが，ボイラ入口

図7－2(13)に示す。

のホッパでバイオ間だけでも均等な発熱量にな

図7－1

Pietarsaari発電所レイアウト

（出典：発電所のCO2低減システムに関する技術調査報告書，経済産業省原子力安全保安院委託調査，
エネルギー総合工学研究所実施）

図7－2

バイオマス受入貯蔵フローシート

（出典：発電所のCO2低減システムに関する技術調査報告書，経済産業省原子力安全保安院委託調査，
エネルギー総合工学研究所実施）
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7.2.2

バイオマスガス化発電の例(13)

プラント名：Kymijiari発電所

バイオマスガス化発電所としては，現在試験

所 有 者：ラハティエネルギー会社の子会社

プラントではあるが実用規模で稼動中プラント

型式ガス化炉：常圧型循環流動系ガス化炉

の例とし，フィンランドのLahti発電所の事例

ボ イ ラ：噴流床ボイラ（微粉炭，ガス化炉

を紹介する。

発生ガス，天然ガス混焼）

(1) システム概要
場

ガス化発電方式：ガス化－ボイラ燃焼方式
（図7－3(13)参照）

所：ヘルシンキ郊外（100km）のラハ
ティ（Lahti）市

図7－3

バイオマスガス化混焼プラントのフローシート

（出典：発電所のCO2低減システムに関する技術調査報告書，経済産業省原子力安全保安院委託調査，
エネルギー総合工学研究所実施）

メーカ（ガス化炉）：Foster Wheeler社

に示す。

燃料の種類：バイオマス，ＲＥＦ（Recycle

規

模：熱入力

ガス化炉

Energy Fuel，一般に生ごみを除

ボイラ

60MW
360MW

く一般廃棄物相当のごみ），プラ

（上記のガス化炉発生ガスに微粉

スチック他

炭あるいは天然ガスを混焼した時

混焼比率：運転当初は，木質バイオマス比率
が約８割あったが，その後ＲＥＦ
や廃プラスチックスが増え，近年
（2001年）時点では，ＲＥＦと廃
プラが全体の５割を占めている。
燃料構成の経時変化を図7－4(13)
－ 32 －

の出力）
ガスタービン 140MW
合

計

560MW

発電出力：蒸気タービン 130MW
ガスタービン
小

計

45MW
175MW

熱 出 力：250MW
（注

蒸気条件（タービン入口圧力／温度）：
170／40bar×540／540℃（再熱）

発電効率31％，プラント熱効率76％（筆者試

運転開始

算））

（バイオガス化実証試験開始）：1998年

図7－4

バイオマスのガス化減量の経時変化

（出典：発電所のCO2低減システムに関する技術調査報告書，経済産業省原子力安全保安院委託調査，
エネルギー総合工学研究所実施）

(2) プラントの特徴，機器構成等
本プラントは，本来石油焚火力発電所として
建設され（1974年）たが，その後（1982年）石
炭焚火力に改造された火力発電所がベースとな
っている。
その後，天然ガス（ロシアよりのパイプライ
ン）導入（1986年）とともに，ガスタービンが
併設され，同ガスタービン燃焼後の排熱で前記
図7－5

ボイラの給水加熱が行なわれ出力増強がはから

発電所フロー

れた。その後（バイオマス）ガス化炉がＥＵの
補助金を得て，試験機（実証機）として組入れ
られ，1998年試験運転に入った。

ラハティバイオマスガス化混焼

（出典：発電所のCO2 低減システムに関する技術調査
報告書，経済産業省原子力安全保安院委託調
査，エネルギー総合工学研究所実施）

図7－5(13)に同機器構成の概要を示す。
なお，同図では化石燃料には炭素税がかかる

資回収ができる様子である (13) 。本来，折角ガ

が，バイオマスの場合はかからないので，ガス

ス化したものは，効率上はガスタービンあるい

化炉建設費（含ハンドリング）約12億円に対し，

はガスエンジン等で直接発電した方が有利であ

ＥＵ補助金３億円を加味すると，５～６年で投

るが，その場合タールや不純物の除去性能の向

－ 33 －

上が必要である。一方，本プラントのように発

断されている。

生ガスを既設ボイラで燃焼する場合はその点の

従って，現実の採用に際しては，バイオの安

問題が解消され，新設設備の簡素化もはかれる。

定入手，副成品（フライアッシュ，石こうな

また，既設ボイラの発生蒸気条件は，なんら

ど）の品質影響，総合的な経済性評価などで決

変更ないので，既設の火力発電プラントの（高

定されることになるものと考えられる。
表7－1(6)は米国で検討中の石炭・バイオマス

効率）蒸気タービン以降はなんら変更がないの
で（コンバインド程高効率ではないにしても）

混焼発電を示したものである。

比較的高い発電効率を維持することができる。
7.3

米国の事例(6)

米国の場合は，先きにも述べたが，バイオマ
ス（特に木質系）を既存のボイラに適用（混
焼）するための各種の検討・試験・評価が行な
われている。
その適用は基本的には直接燃焼利用であるが，
燃焼技術自体としては，微粉炭，流動床，移動
床，サイクロン等様々な技術が対象となってい
る。
現在の16ヶ所のプラントで混焼発電の研究が
行なわれている。
ベースが石炭専焼からバイオマス混焼とする
ためには燃焼技術の改良が必要とされ，上記各
種燃焼技術の中でも，微粉炭燃焼の場合が最も
改造度合が大きいといわれる。
即ち，（微粉炭と同様に空間燃焼を行なわせ
るためには）バイオマスは6.5mm以下まで微細
化し，含水率25％以下に収まるよう脱水する必
要がある。しかし，これによりボイラ投入熱量
の10～15％までの混焼は可能といわれる。
混焼の場合の課題としては，高アルカリのバ
イオマスを混合した場合にボイラ水管表面への
燃焼スラグ灰の付着と腐食の加速化が懸念され
ている。他の課題は，バイオ混焼に伴うフライ
アッシュの品質の劣化であり，同混焼フライア
ッシュはコンクリート原料の基準を満たさない
として，フライアッシュの製品価値の低下が懸
念されている(6)。
しかし，いずれにしてもバイオマスの既設ボ
イラへの適用は，混焼率にもよるが技術的には
改良，追設の部分があっても充分適用可能と判
－ 34 －

表7－1

米国の石炭・バイオマス混焼発電の事例

（出典：米国 ＥＰＲＩ＆ＤＯＥ，Renewable Energy Technology Characterizations, 1997）
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８

我が国におけるバイオマス
エネルギー関連技術開発(12)

に取組んでいる。
対象テーマ（プロジェクト）は，当初７テー
マが取上げられ，その後（平成15年度より）４

8.1

概

要

テーマが追加となり，計11のテーマにつき研究

我が国におけるバイオマスエネルギー関連技

開発が行なわれている。

術としては，既に種々の視点から技術開発ある

図８－1(12)は，その最初の７テーマの位置付

いは国の補助が行なわれているが，ここではバ

けを示したものである。勿論，我が国ではこれ

イオマスの再資源化を重点においてＮＥＤＯが

以外にも企業の自主的な研究等により様々な研

取組んでいる事例を紹介する。

究開発が進められているが，ここでは上述の組

バイオマスエネルギーの重要性，将来性に鑑
み，ＮＥＤＯは，経済産業省の補助の下に平成

織でエネルギー利用を目的として取組まれてい
る例を紹介する。

13年度より17年度までの５ヶ年計画で技術開発

図8－1

バイオマスエネルギー高効率転換技術開発プロジェクト
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

以下，それぞれのテーマにつきその概要を述
べる。

8.2
8.2.1

バイオマスエネルギー技術開発の概要
石炭・木質バイオマス混焼発電の研究
開発

(1) 目

的

木質バイオマスを石炭火力発電所での混焼
（混焼率５～10％）に際して，安定運転や環境
特性は現状維持しながら，既存発電効率（約
－ 36 －

40％）の低下を最小限に抑える石炭・木質バイ

方式の検討・開発を行う。

オマス混焼技術の開発を目指す。

③

燃焼試験および評価（Ｈ14～Ｈ15）
微粉炭ボイラ，流動床ボイラ試験設備を用い

(2) 研究開発実施者（委託先）

て，石炭・木質バイオマスの混焼試験を行い，

中国電力(株)，(株)日立製作所およびバグコ
ック日立(株)

燃焼性，排ガス特性等のデータにもとづき，ボ
イラおよび環境設備への影響等を評価・検討す
る。

(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール
①

④

木質バイオマスの技術的調査（Ｈ13～Ｈ14）
竹材を含む木質バイオマスの森林資源量，林

実用化に向けたＦＳ（Ｈ15）
既設石炭火力発電所に適用した場合の具体的

システム，熱効率，建設費等を試算して経済性

業動向，木材流通状況等の調査を行う。

を含む実用化に向けた検討および課題整理を行

②

う。

前処理技術の開発（Ｈ13～Ｈ14）
性状・灰融点等の一般物性試験，着火燃焼・

粉砕性等の予備試験結果をもとに貯蔵・粉砕・

(4) システム構成
実用化時のシステム構成を図8－2(12) に示す。

乾燥等の前処理技術，バーナ方式等の燃料供給

図8－2

石炭・木質バイオマス混焼技術の研究開発のシステム構成
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

8.2.2

木質系バイオマスによる小規模分散型

(2) 研究開発実施者（委託先）

高効率ガス化発電システムの開発
(1) 目

川崎重工業(株)および(財)エネルギー総合工

的

学研究所

木質系バイオマスを加圧流動層ガス化炉内で

（再委託先：東京大学，東京農工大学，島根

（650℃程度の比較的低い温度で）ガス化し，

大学および高知県）

タール分を含む発生ガスをそのままガスタービ
ンで燃焼する小規模向け（バイオマス燃焼）高

(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール

効率ガスタービン発電技術を開発する。

①

流動層ガス化反応特性等の試験研究（Ｈ13

具体的機能目標値は次のとおり。

～Ｈ16）

・冷ガス効率75％以上（商用規模ベース）
・発電端効率20％以上

流動化特性，ガス化反応，飛散ダスト性状等
をラボスケール炉，ベンチ試験装置にて研究す
る。
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②

生成ガス利用に関する要素技術の開発（Ｈ

④

13～Ｈ16）

システムの普及・波及効果の研究（Ｈ13～
Ｈ16）

ダストを連続除去するフィルターと生成ガス

バイオマスエネルギーの分布量を把握し小規

を安定的に燃焼する燃焼器を開発する。

模分散型システムの適正規模，導入可能性，実

③

機要求等を把握する。

実用化研究（Ｈ16）
スケールアップ方法やシステム連係，制御方

法を検討する。

(4) システム構成
実用化時のシステム構成を図8－3(12) に示す。

図8－3

木質系バイオマスによる小規模分散型高効率ガス化発電システムの開発
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

8.2.3

バイオマスの低温流動層ガス化

(2) 研究開発実施者（委託先）

技術開発
(1) 目

出光興産(株)および(独)産業技術総合研究所

的

（再委託先：群馬大学，新潟大学，岐阜大学）

バイオマスを低温ガス化して，極力ガスクー
リングの負荷を軽くしてガスエンジン等発電技

(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール

術への適用をはかる場合，一般にタールが発生

①

し連続運転阻害要因となる。

小型および大型試験装置を用いた触媒評
価・開発（Ｈ13～Ｈ17）

本研究ではタールを吸着・分解する機能を有

小型（バイオマス供給量0.3～1.0kg／ｈ）お

する多孔質触媒粒子を用いたタール抑制技術を

よび大型（同数ｔ／ｄ）試験装置を用いて，触

開発する。ガス化方式は，内部循環型の気泡流

媒のタール吸収・分解特性，再生特性，粉化特

動層および循環流動層について検討する。

性等の評価を行う。

具体的な性能目標値は次のとおり。

②

・冷ガス効率75％以上（商用機規模ベース）
・タール分解率95％以上

要素研究（Ｈ14～Ｈ17）
バイオマスの基本的なガス化特性，チャーの

ガス化・燃焼特性，流動層内における最適流動
条件の検討，バイオマス灰中に含まれるアルカ
リの挙動・除去等に関する検討を行う。
－ 38 －

③

フィージビリティスタディ（Ｈ15，Ｈ17）

(4) システム構成
システム構成を図8－4(12)に示す。

図8－4

バイオマスの低温流動層ガス化技術開発のシステム構成
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

8.2.4

バイオマスの高速ガス化方式における
メタノール等気体・液体燃料への高効

商用規模プラントの経済性と立地規模の検討
②

率エネルギー転換技術開発
(1) 目

試験プラントのシステム検証（Ｈ14）
バイオマス粉砕系，供給系システムの最適化

的

③

バイオマスを酸素・水蒸気によりガス化する

試験プラントの設計・製作（Ｈ14～Ｈ15）
バイオマス処理量１ｔ／日級プラントの設

ことでメタノール等の気体・液体燃料に転換す

計・製作

る技術を開発する。

④

そのため，本研究ではバイオマスの粉砕・供
給から気体・液体燃料までの一貫プラントシス

運転試験によるシステムの信頼性検討
⑤

テムの検証を行うとともに，原料収集や燃料の
利用など全体システムのＦＳも行なう。

試験プラントの運転試験（Ｈ16）
支援研究（Ｈ13～Ｈ16）
ガス化特性把握・高活性メタノール合成触媒

開発

なお，掲げる性能目標値は次のとおり。
・冷ガス効率75％以上（商用規模ベース）

(4) システム構成
システム構成を図8－5(12)に示す。

・メタノール収率50％wt以上

8.2.5

(2) 研究開発実施者

セルロース系バイオマスを原料とする

三菱重工業(株)，中部電力(株)，(財)地球環

新規なエタノール醗酵技術等による燃

境産業技術研究機構および(独)産業技術総合研

料用エタノールを製造する技術の開発
(1) 目

究所

的

セルロース系バイオマスからエタノール製造
(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール

を行う場合次に問題点がある。

①

①

フィージビリティスタディ（Ｈ13）
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前処理技術における糖の回収率が低い。

図8－5

バイオマスの高速ガス化方式によるメタノール等気体・液体燃料への
高効率エネルギー転換技術開発のシステム構成
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

②

セルラーゼ糖化（セルロース分解酵素の働

(2) 研究開発実施者（委託先）

きで糖化）については酵素活性が弱く，所要
量および反応時間がかかりすぎる。
③

(社)アルコール協会および(独)産業技術総合研

発酵工程では，酵母などのエタノール発酵
微生物は，セルロースを直接発酵できない。

④

日揮(株)，関西ペイント(株)，(株)ＢＮＲＩ，
究所
（再委託先：大阪府立大学，長岡技術科学大学，

エタノールの分離濃縮技術はかなり省エネ

京都大学，神戸大学，熊本大学，

ルギー化されているが，エタノール製造プロ

鳥取大学，静岡大学）

セスにおけるエネルギーの消費割合が大きい。
以上の問題を解決したエタノール製造技術の
開発を目的として本研究開発を行う。

(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール
①

具体的な性能目標値（代表的な分）は次のと
おり。

バイオマスに70数％の濃硫酸を噴霧混合し，
可溶状態にしたものを温水添加により90℃程度

・前処理・糖化
糖収率
・醗

前処理・糖化工程（Ｈ13～Ｈ14）

の温度で連続的に加水分解した後，グルコース，
C6糖90％

キシロースと硫酸からなる糖液を（イオンクロ

C5糖95％

マトを用い）効率的に分離する技術を開発する。

酵

②

酵母の育種（Ｈ14～Ｈ17）

エタノール濃度

６～10％

エタノール生産性

30～40ｇ／L･hr

他の遺伝子を結合することによって，糖化液中

エタノールの発酵収率

90％

のセロオリゴ糖から（グリコースを経て），エ

約10％

タノールに醗酵する酵母（アーミング酵母）を

・膜濃縮のエネルギー比率

・トータルプロセスのエネルギー回収率
44～45％

酵母の細胞表層に発現する酵素（遺伝子）に

開発する。
③
－ 40 －

ザイモモナスの育種（Ｈ14～Ｈ17）

ザイモモナスにセルラーゼ分解酵素群を高密
度で発現させることで，糖液中の部分解セルロ

膜により，エタノール濃度99.9wt％で脱水する
技術を開発する。

ースやセロオリゴ糖が並行して糖化発酵する技
術を開発する。
④

(4) システム構成
システム構成を図8－6(12)に示す。

膜によるエタノール脱水（Ｈ13～Ｈ16）
浸透気化分離機能を持つ管状Ｔ型ゼオライト

図8－6

セルロース系バイオマスを原料とする新規なエタノール醗酵等技術による
燃料用エタノールを製造する技術の開発
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

8.2.6
(1) 目

有機性廃棄物の高効率水素・メタン醗

(独)産業技術総合研究所

酵を中心とした二段醗酵技術研究開発

（再委託先：東京大学，日本大学，三重大学）

的

メタン醗酵の前処理として近年研究が進んで
きた複雑系微生物群（ミクロフローラ）を利用

(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール
①

した可溶化，水素醗酵を導入し，固形有線系廃

Ｈ17）

棄物から水素ガス化とメタンガスを取出す技術
を開発する。

嫌気的可溶化プロセスの研究開発（Ｈ13～
投入エネルギーが少なく，廃棄物の可溶化促

進効果が期待できる嫌気的可溶化プロセスに焦

具体的な目標としては次のとおり。

点をあて，可溶化・水素醗酵，酸醗酵の研究開

・バイオガス化装置の微生物反応を高いレベ

発を行う。

ルに維持する微生物管理指針の作成。

②

・ 滞 在 時 間 （ 20 日 ） お よ び 有 機 分 解 率

の研究開発（Ｈ13～Ｈ17）

（65％）の標準的な値に対し，10％以上の
改善。

食品系廃棄物の水素・メタン醗酵プロセス
食品系廃棄物を対象に水素生産菌ミクロクロ

ーラの解析とその最適化により水素・メタンガ

・トータルプロセスのエネルギー回収率55％
以上。

スの回収を目指した二段醗酵プロセスの開発を
行う。
③

(2) 研究開発実施者（委託先）

難分解性廃棄物の水素・メタン醗酵プロセ
スの研究開発（Ｈ13～Ｈ17）

鹿島建設(株)，荏原製作所(株)，西原環境衛
生研究所(株)，(財)バイオインダストリー協会，

難分解性物質を対象にし，バイオリアクター
内のミクロクローラを分子生物学的に解析し，

－ 41 －

得られる知見をもとに（微生物群集の制御によ

酵残渣を原料としたメタン醗酵の効率化をはか

り）リアクターの機能の効率化をはかる。

る。

④

メタン醗酵の効率化およびバイオエンジニ
アリング研究（Ｈ14～Ｈ17）

(4) システム構成
システム構成を図8－7(12)に示す。

メタン醗酵の効率化，特にガス転換速度の向
上に着目した技術開発を行うとともに，水素醗

図8－7

有機性廃棄物の高効率水素・メタン醗酵を中心とした二段醗酵技術研究所
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

8.2.7

高効率二段醗酵による有機性廃棄物の

④

有機性廃棄物の分解率

80％以上

エネルギー転換技術開発
(1) 目

的

(2) 研究開発実施者（委託先）

生ゴミ，焼酎粕および廃食用油の有機性廃棄

ヤンマー(株)

物を原料として高効率の二段醗酵法として「Ａ

（再委託先：福徳長酒類(株)，九州大学，熊本

ＢＥ醗酵（アセトン・ブタノール・エタノール

大学，鹿児島大学）

発酵）」と「メタン醗酵」の組合せ技術により，
液体のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ：Bio-

(3) 研究開発項目，概要およびスケジュール

Diesel Fuel）と気体のメタンガスを製造する

①

プロセスの技術開発を行う。

ＡＢＥ醗酵（Ｈ13～Ｈ14）
最終生産物阻害の回避と省エネルギー化を狙

具体的な目標としては次のとおり。

って醗酵液を蒸留せずに生成ブタノールを回収

①

（上記目的記載の）プロセス確立

する抽出醗酵プロセスを開発する。

②

有機性廃棄物から燃料への転換率

②

（有機重量比）
③

55％以上

トータルプロセスのエネルギー回収率

メタン醗酵（Ｈ14～Ｈ15）
ＡＢＥ醗酵残渣を対象としたメタン醗酵にお

いて，醗酵速度の向上による装置のコンパクト

70％以上

化と資源化率向上を達成する技術を開発する。

－ 42 －

③

バイオディーゼル燃料の実用化研究（Ｈ14

④

～Ｈ15）

二段醗酵システムの実証試験（Ｈ16）
高効率二段醗酵システムの実証試験を行う。

ブタノール含有廃食用油メチルエステルとメ
タンガスの二元燃料としての利用技術と燃焼性

(4) システム構成
システム構成を図8－8(12)に示す。

を確認する。

図8－8

高効率二段醗酵による有機性廃棄物のエネルギー転換技術開発
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

－ 43 －

あ

と

が

き

政策面のさらなる配慮（例，補助金，税制面で
の優遇等）が必要であると思われる。

以上でバイオマスエネルギーの特徴や技術動

そして，ゆくゆくは欧米の再生可能エネルギ

向を述べた。バイオマスエネルギー利用の場合

ー技術における政策で見られるような，例えば

よく話題となるのがバイオマスエネルギーの理

補助金がなくなっても通常の市場メカニズムの

論的賦存量と実際利用可能量の見通しであろう。

中でその利用が続けられるような仕組みが定着

紙パルプ製造プロセスにおける回収ボイラの

してこそ，正にバイオマスの有効利用がはから

例に見られるように，かなり前から実用性・経

れていると言えるのではなかろうか。それには

済性を兼ね備えたものとして利用に供されてい

未だ多くの検討，とくに技術の視点からは一層

るものから，間抜材利用に見られるようにその

の技術開発あるいは革新技術への挑戦も必要に

収集・運搬方法等が確立されていないため現状

なると思われるが，バイオマスが我が国の将来

では充分に利用されているとはいえないものま

の再生可能エネルギーの柱として成長すること

で，その種類によって見通しの精度が大きく異

を期待したい。

なる。従って，特に重要なのがそのような現在

本書は，冒頭にも述べたようにバイオマスエ

未利用のバイオマスの場合であるが，それらを

ネルギーの極く表面を紹介したものであるが，

エネルギーとして活用するための重要な要素は，

発電への適用を主眼において取り纏めたもので

如何にバイオマス量の確保と経済性にかかって

ある。

いると思われる。

誠に小さな冊子に過ぎないが，バイオマス発

例えば廃棄物の場合ならば，一般廃棄物なら

電に興味を抱かれる方々，理解しようとされる

自治体が，産業用廃棄物なら排出事業者が責任

方々，あるいは関係者の一助となれば幸いであ

をもって処理しなければならないことが法律で

る。

定められ，その処理に伴う費用も前者は市民の

最後に，本書執筆に際して，特に図表類の使

税金より，後者は排出事業者の費用に折り込ま

用を快諾して頂いた経済産業省，新エネルギ

れている。もっとも，取り扱う廃棄物の種類と

ー・産業技術総合開発機構，関連団体および企

量は，一般廃棄物と産業廃棄物によりかなり相

業の関係各位に深甚なる謝意を申し上げる。

違するが，一旦排出した場合の処理要領の仕組
みは確立している。もっとも，その割には廃棄
物発電の普及が進んでいない一つの原因として
は，経済的魅力に乏しい（特に小規模施設や産
業廃棄物施設の場合）という問題を抱えている
わけではあるが・・・。
このようにバイオマスをエネルギーとして位
置づけ，利用拡大をはかる場合は，利用するこ
とが法律で義務付けられているわけでもないの
で，結局はそのバイオマス利用業者がバイオマ
スを利用した方が，既存の石油・ガス等のエネ
ルギーを利用するより経済性面で有利であると
する仕組みが整うことが重要であると思われる。
そのためにはバイオマスエネルギーの再生可
能エネルギー面および環境面の特徴を生かした
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