
液肥に関する試験は，千葉県農業総合研究セ

ンター・農村工学研究所・和郷園が役割分担して

実施した。千葉県農業総合研究センターは，各種

作物の栽培試験を主として行った。農村工学研

究所は，環境への負荷の把握を主として行った。

和郷園は，実践的な用途開発を主として行った。

メンバーの一部は先行して取り組みを行って

いる熊本県山鹿市・京都府南丹市・埼玉県小川

町へ出向き，参考にした。また，これら3つの地

域の方に来訪して頂き，消化液セミナーを開催

し，認識を深めた。セミナーは，次に示す要領

で実施した。
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●肥料の名称

●生産する事業場の名称および所在地

●保管する施設の所在地

を記載する。さらに，生産の状況がわかる資料

などを添付する。今回は，2006年7月11日に，3種

類の液肥が，「届出番号第1917～1919号」として

受理された。液肥には，肥料取締法に基づく表

示が義務づけられている。図3－2は，その例

である。

山田バイオマスプラントでは，現場における工

夫の一つとして，「脱水ろ液」を特殊なフィルター

に通し，ハンドリングの向上とRO膜の耐用期間

増加を試み，良い結果を得ている（図3－3）。

液肥については，さらなる高付加価値化・生産

の低コスト化を目指したいと考えている。

ところで，液肥は販売するとなるとかなりハー

ドルが高い。徹底した品質管理・リスク管理・ク

レーム処理が必要になるからである。まずは身

内で使って，より適切な使用法を経験上から見

出し，口コミで広めるのが得策と考える。

（１）液肥の種類と利活用の試験方法

山田バイオマスプラントでは，メタン発酵プラ

ントとメタン発酵消化液再資源化設備において，

3種類の液肥を製造している。

●消化液：メタン発酵消化液そのもの

●脱水ろ液：消化液を凝集沈殿した液分

●RO濃縮液肥：脱水ろ液を逆浸透膜（Reverse

Osmotic Membrane）を通過させて残留した

もの

3種類の液肥の成分分析結果は，Data第3節

（2）に示している。それぞれの写真を図3－1

に示す。これらは，それぞれ，「バイオ消化液肥

（消化液）」「バイオ液肥（脱水ろ液）」「バイオ

RO液肥（RO濃縮液）」という名称で，肥料取締

法に基づき特殊肥料として登録した。

特殊肥料の登録は，特殊肥料生産業者届出を

千葉県知事へ提出する形で行った。実務的には，

千葉県農業総合研究センター検査業務課の指導

を受けた。届出書には，

●氏名および住所

液肥の農業利用1

１）窒素・リン・カリウムの分析

値（2006年7月6日サンプル）

T-N：3,420mg/L，NH4-N：

1,330mg/L，T-P：555mg/L，

T-K：3,220mg/L
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Chapter 3
再生資源の利活用

「山田バイオマスプラント」で生成される

いろいろな再生資源の利活用方法について

紹介します。

図3－1 3種の液肥

肥料取締法に基づく表示�

窒素全量�

りん酸全量�

加里全量�

炭素窒素比�

0.5％未満�

0.5％未満�

0.5％未満�

8.5

肥料の種類：たい肥�

肥料の名称：バイオ消化液肥（消化液）�

届出をした都道府県：千葉県第1919号�

表示者の氏名又は名称及び住所：�
農事組合法人和郷園（千葉県香取市新里1020）�

正味重量：　　kg（　　リットル）�

生産年月：平成18年　月�

原料：牛ふん尿，野菜汁�
（備考）生産に当たって使用された重量の大きい順である。�

主要な成分の含有量：�

図3－2 肥料取締法に基づく表示の例

図3－3 脱水ろ液のフィルター

「メタン発酵消化液の利活用に関するセミナー」

農林水産省農林水産技術会議事務局の委託事

業「農林水産バイオリサイクル研究」の「システム実

用化千葉ユニット」では，バイオマス多段階利用の

実証研究を千葉県香取市で進めている。この中で，

メタン発酵消化液の利活用に道筋をつけることが課

題となっている。このため，メタン発酵消化液の利活

用に先駆的に取り組まれている方々を講師に招い

て情報交換を行う。

１．参加者
〈講師〉
（１）特定非営利活動法人小川町風土活用センター

代表理事　桑原衛様
（２）京都府南丹市八木支所産業振興課

課長補佐　中川悦光様
（３）熊本県山鹿市鹿本総合支所産業振興課　

課長　栃原栄一様
〈システム実用化千葉ユニットからの参加機関〉
農村工学研究所・千葉県農業総合研究センター・
農事組合法人和郷園

２．情報交換・議論の内容
（１）消化液の性状
（２）消化液の農業利用に関する具体的方法と留意点
（３）利用者の開拓方法
（４）金銭授受の方法

（５）新たな用途開発
（６）工夫や苦労，そのほか

注：講師および参加者が上記の内容について情報を提
示し，議論するという形式をとる。

３．日程（2006年9月26日～27日）
〈9月26日（火）〉
（１）風土村レストランにて昼食会
（２）山田バイオマスプラントにて意見交換
（３）和郷園会議室にてセミナー
〈9月27日（水）〉
消化液を活用している現場にて意見交換

４．ルール
（１）参加者の見解は，所属組織の公式見解を示す
ものとはしない。
（２）参加によって得られる具体的数値などを無断で
転用しない。良い心意気は他所へ紹介頂いてもよ
ろしいかと思う。
（３）特定の個人・組織の誹謗・中傷をしない。

〈問い合わせ先〉
柚山義人
（独）農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所

資源循環システム研究チーム チーム長 消化液の利活用に関するセミ
ナーの様子

上：使用前　下：使用後

消化液
（液肥1）

脱水ろ液
（液肥2）

RO透過液 RO濃縮液肥
（液肥3）

参考情報（欄外）1）
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含めた総灌水量は，30mmとした。

脱水ろ液は，ろ過後に沈殿物が発生するこ

とがあるので，動力噴霧器および灌水チュー

ブが目詰まりする可能性がある。実際に，動

力噴霧器は目詰まりした。灌水チューブには目

詰まりは認められなかったが，これは，灌漑水

との同時施用で薄められたことによるものと考

えられる。散布中の臭気は，薄められている

こともあって，強くは感じられなかった。

エダマメは，無加温のハウスで育苗した苗

を定植した。灌水3日後にロータリー耕を行い，

マルチ張り・定植を行った。ハウス内の栽培

殿処理するなど，性状の改善が必要である。

②脱水ろ液および濃縮液肥

脱水ろ液および濃縮液肥は，

●水分率が98％以上でSSが少ないこと

●窒素成分が比較的多いこと

●臭気も弱くなっていること

などから，窒素の液肥として以下のような場面で

利用できると考えられる。

i）露地野菜栽培における利用

脱水ろ液を元肥として利用する場合を想定し

て，ハウス栽培でエダマメ，露地栽培でキャベツ

栽培を行った事例を紹介する。

●エダマメ栽培

千葉県の施肥基準によると，エダマメの施肥

量は，窒素で5kg/10aと少ない。脱水ろ液の

窒素濃度を1,000mg/Lと仮定すると5t/10a，

灌水に換算して5mmの量を施用する必要が

ある。そこで，液体の肥料をほ場全面に均一

に散布するために灌水チューブを敷設して，

通常施肥前に行う灌水時に，防除用の動力噴

霧器で加圧した脱水ろ液を混入させ，上向き

に散布した（図3－7・図3－8）。脱水ろ液を
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①消化液

i）性状

牛ふん由来の消化液はどろどろした状態のも

ので，その性状は，牛ふんスラリー2）に近い（図

3－4）。また，牛ふんスラリーより臭いは弱いも

のの，悪臭がする。

ii）肥料的効果

肥料成分含量は，窒素とカリウムが高く，リン

が低い。窒素の大半はアンモニア態窒素である

ため，野菜類の追肥としての利用が考えられる

が，取扱い性が悪いため，実際の栽培では難し

い。元肥として利用する場合は，リンを中心とす

る不足成分を，他の肥料で補う必要がある。

iii）作物への影響

冬どりホウレンソウのポット栽培試験で，元肥

として10a当たり3,000～6,000L相当の消化液を

施用したところ，初期の発芽がやや遅れたもの

の，発芽率は化学肥料施用区と同等であった

（図3－5）。また，露地ほ場でポット栽培試験と

同量の消化液を施用した場合，冬どりホウレン

ソウの生育におよぼす影響は見られなかった

（表3－2）。

iv）作業性

メタン発酵消化液はスラリー状のため，農地

への散布方法や作業性が問題である。また，散

布したメタン発酵消化液がある程度乾くまで

耕耘
こううん

できないため，その間の臭いが問題である

（図3－6）。

このように，消化液は化学肥料と同等の肥料

効果があり，農地への利用が可能であるが，取

扱い性と臭いが問題となる。そのため，消化液

をより広く利用するためには，固形物を凝集沈

（2）消化液・脱水ろ液・濃縮液肥の利用

メタン発酵プラントでは，バイオガスとともに大

量の消化液が生成される。この消化液の適切な

処理および利用が，バイオマス多段階利用シス

テムを成立させるための生命線である。

山田バイオマスプラントでつくられる3種の液

肥は，それぞれ性状も成分組成も異なるため，

肥料としての利用方法が変わってくる。本試験

で用いた液肥の分析結果を，表3－1に示す。

２）ふんと尿が混ざった液状の

もの。

Chapter 3

70

7.68 �

2.13 �

95.4 �

24,500 �

13,000 �

7,840 �

11,300 �

1,330 �

ND �

ND �

3,420 �

555 �

3,220 �

1,330 �

77 �

300 

7.98 �

1.77 �

99.0 �

250 �

1,300 �

820 �

2,510 �

1,340 �

ND �

ND �

1,610 �

11 �

2,260 �

1,170 �

13 �

300 

7.64 �

3.04 �

98.2 �

440 �

2,510 �

1,520 �

4,480 �

1,790 �

ND �

92 �

2,970 �

16 �

4,310 �

2,350 �

- �

700 

pH�

EC�

含水率�

SS�

COD�

TOC�

全炭素�

アンモニア態窒素�

亜硝酸態窒素�

硝酸態窒素�

全窒素�

全リン�

カリウム�

塩化物イオン�

鉄�

全硫黄�

-�

S/m�

％�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L�

mg/L

消化液� 脱水ろ液� 濃縮液肥�
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図3－5 メタン発酵消化液の施用がホウレンソウの発芽率におよぼす影響

図3－6 散布直後のほ場
（中央部が6,000Ｌ施用区）

図3－7 ハウス内散布の様子

混入器 流量計

動噴ホース

図3－8 使用した動力噴霧器（手前）と
ろ液タンクを搭載したトラック
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布時に風下側のアンモニア臭が強く，目にも強

い刺激を感じた。

散布は家庭用の電動ポンプ2台（吐出量

23L/min/台）を使用した。ポンプの吐出能力

が小さいために，灌水チューブは1本（長さ13m）

のみの使用とし，所定の散布量に達したところ

で，横に移動させてほ場全体に散布した。

散布後6日後にほ場を耕耘
こううん

し，定植を行った。

キャベツの生育は順調であった。脱水ろ液を

散布したところでは，全体的に生育が旺盛で

あった。これは，事前に想定した窒素濃度よ

りも，散布に使用したろ液の窒素濃度が高か

ったためと考えられる。さらに，散布を後半に

行った部分の方が生育は旺盛であり，これは，

タンク下部の方が脱水ろ液の濃度が高かった

ためと考えられる（図3－10・図3－11）。

脱水ろ液を使用したことによるアンモニアの

障害は認められなかった。これは，施用直後は

土壌水分が高く，耕耘
こううん

，定植には数日かかり，そ

の間に，微生物によってアンモニアが硝酸に変

わったためであると考えられる。しかし，液体

という性状から，ほ場全面に散布するための労

力は大きく，効率的な散布方法を検討する必要

があると思われた。

今回は灌水チューブを敷設して散布した。こ

の方法は，ろ液タンクを含めて重い作業機械を

ほ場に入れる必要がなく，散布量にかかわらず

広く均一に散布できるという特徴がある。しか

し，チューブ敷設に労力がかかり，散布面積は

ポンプの能力に制限される。また，散水を上向

きで行うために，散布時に広い面積が臭気の発

生源となってしまうことから，別の方法を検討す

であることから，アンモニアガスの障害が懸念

されたが，障害等の発生はなく，エダマメの生

育は良好であった（図3－9）。

●キャベツ栽培

キャベツは露地ほ場で栽培を行った。キャ

ベツの施肥量は，窒素で15kg/10a程度である。

脱水ろ液の窒素濃度を1,000mg/Lと仮定する

と，散布量は15t/10a，灌水に換算して15mm

の量を施用する必要がある。脱水ろ液を灌水

に混入する方法では量が多くなるので，直接

散布した。エダマメ同様，灌水チューブを利

用して散布した。

脱水ろ液には浮遊物がある上に，タンク下

部は粘性の高いヘドロ状の液体で，灌水チュ

ーブが目詰まりする可能性が高いと懸念され

たが，作業中に問題は発生しなかった。しか

し，灌水チューブ撤去時に，チューブ内にヘド

ロ状の液体が残っており，長時間散布した場

合は，目詰まりを起こす可能性があったといえ

る。エダマメ同様に上向き散布としたが，散
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測定することにより，作物栽培環境における土壌

中の水収支や窒素等の地下への溶脱量を測定

することができる。本試験では，ライシメータの

上部にチャンバを着脱できるようにし，土壌から

大気へ揮散するガスを採取できるようにした。一

般的に，ライシメータには一度撹乱した土を充填

するが，本試験では不攪乱土壌（土壌モノリス）

を充填するモノリスライシメータ6）を用いた。不

攪乱土壌を用いることにより，ほ場に近い環境条

件を再現することが可能となる｡土壌モノリス

は，直径28.6cm，高さ100cmの円柱形で，山田

バイオマスプラント近傍の千葉県香取郡多古町

の畑ほ場（表層：淡色黒ボク土）において採取し

た。モノリスライシメータの写真を図3－12に，

断面図を図3－13に示す｡このような装置を用

いて，土壌モノリスの上面で栽培した作物の収

量と上面からのガス発生量を，そして，土壌モノ

リス底部からの窒素の溶脱特性を調査した。試

験方法の詳細は，藤川ら7）を参照されたい。

2005年9月に試験を開始し，2005年秋にホウレ

ンソウ，2006年春と夏にコマツナの栽培を行い，

2006年10月時点ではホウレンソウの栽培を行っ

ている。栽培条件を，表3－3に示す。それぞ

れの栽培で，施肥は播種の約1週間前に行い，

追肥は行わなかった。試験区としては，窒素肥

料として化学肥料（硫安）のみを施用する化学肥

料区，消化液のみを施用する消化液区，堆肥の

みを施用する堆肥区，施用を行わなかった無施

る必要がある。

ii）養液土耕栽培3）における利用

宮田ら4）は，メタン発酵消化液の膜（0.4μm）

透過液を用いてトマトの栽培試験を行い，養液

土耕では正常に生育したが，やしがら耕・ロック

ウール耕・水耕では，生育が大幅に抑制された

と報告している。これは，透過液中の窒素

2,520mg/Lの87％がアンモニア態であったこと

から，硝酸化成能やアンモニア固定能のほとん

どない水耕等では，顕著なアンモニア過剰障害

が発生したためである。したがって，消化液や

濃縮液肥のようなアンモニア態窒素濃度の高い

液肥は，土壌を培地とした養液土耕などに利用

することが望ましい。

また，ろ液や濃縮液肥はpHが7.5 以上と高く，

貯蔵中にアンモニア態窒素濃度が低下する恐れ

がある。宮田ら5）は，上記膜透過液の10倍希釈

液中のアンモニア態窒素濃度が，25℃・4日間貯

蔵で56％に低下したこと，その原因はアンモニ

ア揮散であることを明らかにした。その対策と

しては，膜透過液のpHを5.5程度に調整するの

が良いと報告している。

これらの情報をもとに，千葉県農業総合研究セ

ンターでは，現在，濃縮液肥を利用したトマトの灌

水同時施肥栽培の実用化試験を実施している。

（3）消化液の利用と環境負荷

①試験の概要

肥料として農地に施用される窒素は，地下水

の硝酸態窒素汚染の要因となる。また，亜酸化

窒素（N2O）やメタン（CH4）などの温室効果ガス

が，農地から排出されることが報告されている。

そのため，肥料や土壌改良材を評価する場合，

肥料効果や土壌改良効果と同様に，環境負荷に

ついても評価する必要がある。肥料効果が優れ

ていたとしても，環境への負荷が大きい場合は

施用方法を考慮しなければならない。そこで，

消化液を施用した際の農地からの環境負荷を調

査するため，ライシメータを用いた試験を行い，

懸念される環境負荷のうち，地下への窒素の溶

脱量と温室効果ガスの発生量を測定した。

ライシメータとは，金属やコンクリートで造られ

た土壌槽のことである。ライシメータで作物を栽

培し，ライシメータ下部からの浸透水量や水質を

３）土耕栽培の作物に，肥料

として液肥のみをチューブで供

給する方法である。原則とし

て作付前の施肥（元肥）は行

わない。一般的には，灌水同

時施肥栽培という。

４）宮田尚稔・池田英男・小畠

敬良：メタン発酵消化液が養

液土耕，やしがら耕，ロックウ

ール耕および水耕におけるト

マトの生育に及ぼす影響，日

本土壌肥料学雑誌，7 6，

pp.619-627，2005

５）宮田尚稔・池田英男：貯蔵

中のメタン発酵消化液からの

アンモニウムの消失，日本土

壌肥料学雑誌，77，pp.577-

581，2006

６）前田守弘：第3回環境保全

型農業技術研究会，pp.46-55，

2005
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図3－9 生育中のエダマメ

図3－10 生育途中のキャベツ 図3－11 収穫時のキャベツ

慣行施肥 ろ液

図3－12 モノリスライシメータ

７）藤川智紀・中村真人・柚山

義人・前田守弘・太田健：チャ

ンバ付モノリスライシメータに

よる施肥窒素の動態観測，農

業土木学会誌，74（11），pp.

11-14，2006
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②試験の結果

i）作物の収量

図3－14に，2005年秋作から2006年夏作まで

の各区の収量を示す。化学肥料区と消化液区の

収量がほぼ同等で，消化液は化学肥料同等の肥

料効果が期待できる速効性の肥料と考えられ

る。堆肥区と比較すると，明らかに消化液区の

方が収量が多く8），同じ有機質肥料でも堆肥と

は肥効特性が異なることがわかる。なお，無施

肥区でもかなりの収量があったのは，使用した

畑の土壌が長年耕作されていたものであったた

め，土壌中に肥料分が多く残存していたことに

よると考えられる。

ii）窒素溶脱量

図3－15に，試験開始からの累積降水量と，

ライシメータ底部からの累積浸透水量を示す。

降水量の約6割が浸透している。図3－16に，

各区における2006年10月27日時点までの窒素の

溶脱量を示す。肥料と同時に施用したトレーサ

（Br-）の溶脱量変化から，施肥由来の窒素の溶

脱が始まったと判断された2006年6月13日以降の

データを用いて，比較を行う。また，示したデー

タは施肥の影響のみを比較するため，各区の溶

脱量から無施肥区の溶脱量を差し引いている。

結果を見ると，消化液区の窒素溶脱量が，化

学肥料区の窒素溶脱量を大きく上回っていた。

このことは，消化液中の窒素が，化学肥料の窒

素に比べて溶脱しやすいことを示す。ただし，

地下水への負荷量は，最終的な溶脱総量で評価

する必要がある。試験を継続し，長期的なデー

タを蓄積するまでは，はっきりとした判断は下せ

ない。堆肥区での窒素溶脱量は，現段階では，

化学肥料区や消化液区に比べて少ないが，作物

収量も少ない。

iii）温室効果ガス発生量

図3－17に，N2Oの累積発生量を示す。N2O

の発生量は，各区とも施肥後すぐにピークを迎

えた。2005年9月から2006年9月までの肥料由来

の累積N2O発生量9）は，消化液区・化学肥料

区・堆肥区で，それぞれ0.25gN/m2（施肥Ｎの

0.5％）・0.19gN/m2（施肥Ｎの0.4％）・0.038gN/m2

（施肥Ｎの0.08％）であり，消化液からのN2O発生

量は，化学肥料からの発生量より少し多いとい

う結果となった。しかし，土壌からのガスの発
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肥区を設定した。本試験で用いた堆肥は，乳牛

ふんおがくず堆肥である。消化液区・堆肥区で

は，リン酸・カリの不足分を熔リン・塩化カリウ

ムで補った。測定項目は，作物の収量，土壌か

らの窒素溶脱量，土壌からの温室効果ガス

（N2O・CH4・CO2）の発生量である。

浸透水を約2週間に1度の頻度で採水し，採取

した水の水量と全窒素濃度（T-N）の測定から，

窒素の溶脱量を求めた。土壌から発生したガス

の採取は，施肥直後はほぼ毎日，その後は約2週

間に1度行った。

試験開始からしばらくの間は，土壌の初期条

件の影響が大きく，施肥中成分の溶脱に時間を

要する。このため，今回のような試験では，長期

的なモニタリングにより正確な評価ができる。こ

こで示す結果は，試験開始後1年間という短い期

間での速報的な報告である。また，今回の結果

は，淡色黒ボク土の畑に対するものであり，その

他の土壌にこの試験で得られた結果を適用する

場合は，注意が必要である。

８）堆肥区の収量が少ないの

は，使用した牛ふんおがくず堆

肥のC/N比が高いことも一つ

の要因である。長期的には，

有機態窒素の無機化が進み，

肥料効果が発現してくる可能

性もある。
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験に実践的に取り組んでいる。独自の施肥設計

の経験から，おおよその施用量を決めた。また，

山田バイオマスプラントからの運搬，ほ場での散

布方法についても検討した。

試験は，2005年9月30日に，ホウレンソウ播種

予定の畑に元肥として利用することから開始し

た。この時は，図3－20に示すように，RO濃縮

液肥を500Ｌのタンクに入れ，軽トラックに積んで

ほ場に乗り入れ，重力で流すという方法をとっ

た。このため，30分以上の時間がかかり，ポンプ

を利用するなどの方法をとらないと現実的でな

いという印象を持った。

液肥の使用例を，表3－4に示す。これまでに，

ホウレンソウ・芝・梨・レンコン等を対象に，試

験を行った。

①ホウレンソウへの施用

和郷園グループでは，ホウレンソウを冷凍加

などの変換技術と，灌水チューブなどを利用

した施肥方法などを取り入れる必要がある。

（4）液肥の現地活用試験

和郷園では，液肥の用途開発を含め，栽培試
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●消化液は有機性肥料であるが，肥料効果は

同じ有機性肥料の堆肥とは異なり，化学肥

料（硫安）同等の速効性がある。

●消化液中の窒素は溶脱しやすいので，化学

肥料栽培の場合よりも過剰施肥に注意が必

要である。化学肥料の減肥を行わないで併

用することは，地下水質保全の観点から絶

対に避けるべきである。

●消化液を施用した場合，化学肥料を施用し

た場合に比べてややN2Oの発生量が多く，

地球温暖化防止の観点からも，過剰施肥を

防止する意識が必要である。

●土壌診断に基づく減肥・局所施肥・作物の

生育段階に合わせた追肥などにより，総施

用量を減らすような施肥方法が必要である。

それを実現するためには，固液分離や濃縮

生量は，天候や土壌条件などにより値が大きくば

らつくことが知られているので，より正確な評価

を行うためには，継続的な測定を行う必要があ

る。また，今回は施肥直後（数時間後）のガス測

定を行っておらず，その間に多量のガスが発生

している可能性もある。

CH4については，消化液区を含む全ての区で，

土壌からの発生量・吸収量の明らかな傾向が，

ほとんど見られなかった。なお，消化液区にお

いて，施肥後1日の間に，消化液1Ｌ当たり

1.3mgC（消化液に含まれるＣの0.01％）のCH4の

発生が見られた。

③考察

限られた期間での試験ではあるが，消化液の

利用と環境負荷についてまとめると，次のように

なる。
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図3－20 ホウレンソウ播種予定畑への
散布準備
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表3－4 液肥の使用例（2006年）

図3－21 消化液を施用したホウレンソウ畑

【コラム 11】農耕地の地下水調査

図3－18 砂質水田地帯における
井戸の掘削

図3－19 露地畑の
観測井戸における採水

農耕地の地下水調査は，観測用の井戸を掘

削することから始まる。農耕地における施肥の

影響等を調べる場合には，井戸掘削時に観測

地点における地質や帯水層の深さを明らかに

して，最上層の帯水層に採水用のストレーナー

10）を設置する。また，農耕地土壌には肥料成

分が高濃度で存在するため，井戸のパイプ周

辺から雨水や灌漑水などが流入しないように，

パイプ周辺を深さ1～2ｍ程度のコンクリートで

固める。これは，観測用の井戸が，地下水の新

たな汚染源にならないようにするためである。

図3－18は，千葉県東部の九十九里砂質

水田地帯で，地下水の流動を観測する井戸を

掘削している様子である。この井戸掘削業者

は，井戸のパイプを木製のはしごに結び，先端

に弁がついた鉄製の細管（右の人物が持って

いる金属棒）をパイプ内に打ち込んで，砂を排

除しつつパイプを降下させていくという独特の

工法で井戸を設置している。図3－19は，露

地畑地帯に掘削機械を用いて設置した井戸で

の採水の様子である。採水は，新たな汚染を

引き起こさないよう，慎重に行う必要がある。10）井戸のパイプに細孔を開け，サランネット等で被覆。
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を避けて施用できる特殊車へ移送し，散布する

という工夫をした（図3－23）。

④その他

施設園芸用には，SS分の少ない濃縮液肥を利

用すべく準備している。山田バイオマスプラント

に見学に来る人達にはペットボトルに詰めた液

肥をサンプルとして提供している。2～3倍に薄

めて家庭菜園や園芸に使用してもらい，もし枯れ

るなどの問題があれば連絡頂くようにしている。

現時点で問題となる報告は届いていない。白井

市の主婦からは結果良好，佐原の料亭からは南

天の木が元気になったとの報告があった。この

他，さまざまな試みがなされようとしている。

山田バイオマスプラントからの液肥の運搬は，

●バキューム車の利用

●500Ｌタンクやコンテナに液肥を入れ，

軽トラックに積む方法

を使い分けた（図3－24）。500Ｌタンクやコン

テナに液肥を入れる方法としては，脱水ろ液お

よびRO濃縮液肥の貯蔵タンクから小さめのタン

クへ移し，そこからポンプで移送する方法をと

った。

工して出荷している。生食用に比べて単位面積

当たりの収穫量が多い。図3－21は，消化液を

施用したホウレンソウ畑の様子である。畑を2

分し，消化液を施用した区と施用しない区を設

けた。Ｋ氏によると，消化液を施用した区での

収穫の方が良かったとのことであった。

②芝への施用

Ｙ家の庭に脱水ろ液を撒いて，芝の生育状況

を観察した（図3－22）。散布適量がわかり，撒

きムラがなくなれば，芝はグラウンド・ゴルフ場

用にたくさん栽培されていることから，有力な液

肥の用途先になると思われる。

③梨への施用

梨は，収穫直後は樹勢が弱る。今回は，「お礼

肥」として施用した。農業改良普及センターとも

連絡をとり，消化液の施用量を決めた。結果が

出るのは，春の芽・花の時期と，秋の収穫の時

となる。なお，梨に対する千葉県の施肥基準は

23～26kg/10aで，そのうち礼肥（秋肥）は6～

8kg/10aである。

Su梨園への散布に当たっては，まず消化液を

コンテナに入れて，それを人の背丈より低い枝
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図3－23 梨園への施用図3－22 芝の生育状況

5月5日

上側だけに集中的に散布したので，その部分は

色が濃くなり，芝を張った時の形がそのまま残

っている。

注：この写真だけカメラが違うので色味が違っている。

6月7日

上側が少し濃いが，他のところも色づいてきた。

6月14日

液肥散布後1週間程度の様子。撒きムラがよく

わかる。

7月29日（芝刈り前）

2日前に液肥散布。芝刈り前。

7月29日（芝刈り後）

芝刈り後の様子。

撒き過ぎたところは茶色くなっている。撒き

過ぎで芝が枯れかかっているところもある。

この現象は，芝刈り前よりわかりやすい。

8月2日

芝刈り後。

撒き過ぎたところはまだ調子が悪い。

8月12日

かなり回復してきた。液肥を撒いたところの

方が生育が良い。芝刈り前。

9月9日

全体的に生育状況が良くなった。

図3－24 山田バイオマスプラントからの搬出

消化液の場合 脱水ろ液の場合 RO濃縮液肥の場合
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や粘性の低下を図る方法がある。

好気的な処理は，微生物によって処理できる

有機物の量（BOD）を推定し，それを処理できる

十分な空気を送り込むことが必要になる。しか

し，農地還元の際の取扱い性を改善するためで

あれば，原料1ｔ当たり100m3程度の空気を送り

込むことが目安とされている11）。また，液温は

高いほど処理効率が良いことが確認されている

12）。

処理槽としては，貯留槽や利用しなくなった地

下サイロ，あるいは，飼料タンクを利用している

例があり，散気管と送風機（ブロワ）の組み合わ

せや，空気を吸い込み液中に吹き出すタイプの

水中ポンプが利用されたりする（図3－25）。処

理過程で多量の泡が発生することがあり，羽根

を回転させ泡をつぶす消泡機の設置や，消泡剤

を利用するなどの対策が必要となることがある。

参考として，処理過程における有機物分解量・

粘度・臭気変化についての調査事例を，表3－

5・表3－6・表3－7に示す。

ほ場での散布方法の試験内容と結果は，次の

とおりである。

●バキューム車のホースから直接撒く

→撒きムラができ，重労働である。

●バキューム車に取り付けた直結散布管より

散布

→楽であるが軟らかい畑では使用不可であ

る。大型ロータリー車で土を硬くしておく

方法があるが，畑を圧密してしまうので抵

抗感がある。

●バキューム車で運びタンクに一時貯留させ，

タンクからエンジンポンプによりホースで散布

→非常に自由度がある。畑は柔らかくても

大丈夫である。

これらの経験から，当面は次の手順で元肥と

して散布するのが適切と判断している。

○a 散布ほ場まで3.8ｔのバキューム車で運ぶ。

○b車を道端に止め，車に積んでいる約12ｍの

ホースを伸ばし，500Ｌプラスチック製のタ

ンクに液肥を送る。

○cタンクからは，40Ａ口径のエンジンポンプを

用い，ホースで散布する。かなりの距離ま

で散布できる。

なお，Chapter4第5節で紹介する2種類の液

肥散布機が使えるようになると，省力化が図られ

ると期待している。

（5）曝気による消化液の取扱い性改善

メタン発酵消化液を農地利用するに際して，

取扱い性を改善するために，空気を送り込み

（曝気という）好気的な処理を行い，あらかじめ

易分解性の有機物を分解し，同時に臭気の軽減

11）北海道農業改良普及協

会：家畜ふん尿処理・利用の

手引き，p.44，1999

12）大泉長治・岡田光弘・岡

本又男：急速腐熟化技術にお

ける処理温度に関する研究，

千葉県畜産センター研究報告

8，11，pp.55-67，1984
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フォークリフト・構内作業車へは移動式充填設備

からメタンガスを供給する。移動式充填設備は，

軽トラックの荷台に積載することができる。これ

により，メタンガスの利用について，民生部内を

含めた用途の拡大が期待される。

②各メタン自動車の仕様および性能

●圧縮式軽トラック

燃料タンク：高圧鋼製容器25Ｌ×2本

耐圧25MPa

貯蔵圧力：12MPa

貯蔵容量：6m3

走行距離：20km/m3（12.6モード燃費）×6

＝120km

（１）メタン自動車の燃料

①メタン自動車の種類とメタンの利用方法

メタン自動車として，圧縮式軽トラック・吸着式

フォークリフト・吸着式構内作業車を試作し，利

用している。メタン吸着貯蔵タンク（吸着式メタ

ン貯蔵装置）からメタンを取り出し，各自動車の

燃料として利用するフローは，図3－26のとお

りである。軽トラックへは定置式充填設備から，

メタンガスの利用2
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20�

30�

40

0.2�

2.2�

2.2

1.7�

2.8�

3.7

3.4�

4.7�

7.0
注：乾物含量3.58％，乾物中有機物含量58.28％の消化液。

処理温度�
（℃）�

3日経過�
（％）�

7日経過�
（％）�

14日経過�
（％）�

表3－5 有機物分解率の推移

20�

30�

40

45�

40�

35

45�

45�

45

45�

32�

25

45�

30�

20
注１：乾物含量3.58％，乾物中有機物含量58.28％の消化液。�
注２：cPはセンチポアズの略。�

処理温度�
（℃）�

0日経過�
（cP）�

3日経過�
（cP）�

7日経過�
（cP）�

14日経過�
（cP）�

表3－6 粘度の変化

35�

45�

55

3.6�

3.0�

3.0

3.5�

3.8�

3.7

3.3�

2.5�

3.1

3.3�

1.6�

-
注：文献12)から引用。

処理温度�
（℃）�

1日経過� 2日経過� 5日経過� 7日経過�

表3－7 臭気の変化
（6段階臭気強度表示法，8名のパネラーの平均値）

メタン吸着貯蔵タンク�

燃料�

0.6MPa

0.9MPa

12MPa

荷台積載�

12MPa

移動式充填設備�

充填設備を運搬�

構内作業車� ゴルフカート�

近隣の工場・ゴルフ場等�

図3－26 自動車燃料としてのメタンの利用フロー

散布の様子

バキューム車（直結散布管付）

ブロワ�

散気管�

水中ポンプ�
エジェクタ�

空気取り入れ口�

散気管方式� 水中ポンプ方式�

図3－25 処理槽概要図

軽トラックでの移動式充填設
備の上げ下ろし

圧縮式軽トラック
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れた。

また，圧力的にも0.03MPaまで走行が可能

であり，燃料タンク内のガスを有効利用するこ

とが可能であった。

（2）炭化装置の燃料

山田バイオマスプラントには，炭化装置（固体

燃料化用）および過熱水蒸気式炭化プラント（兼

バイオマスボイラー）が設置されているが，いず

れもメタンを燃料とできる仕様で，現場で得られ

るバイオガスを使用することができる。それぞ

れの装置の詳細については，Chapter2第2節

（4）（5）を参照頂きたい。

固体燃料化用の炭化装置は，炭化の熱源とし

て過熱水蒸気を用いるが，まずは蒸気ボイラー

にて飽和蒸気を発生させ，後段の脱臭炉をかね

たスーパーヒーターを用いてその飽和蒸気をさ

らに加熱することで過熱水蒸気を得る仕組みと

なっている。メタン消費量の設計値は，蒸気ボイ

ラーで3.7Nm3/h，スーパーヒーターで3.45Nm3/h

となっている。これらの値はバーナー能力に基

づく値である。実際の運転時には，最大能力で

運転を行っているわけではない。試験期間中の

運転データによると，最適な炭化条件で8時間の

稼動を行った場合，蒸気ボイラーとスーパーヒ

ーターの合算で，約40Nm3のメタンを消費してい

た。平均で5Nm3/hの消費量となるので，設計

上のバーナー能力の70％程度で運転を行ってい

ることになる。山田バイオマスプラントのメタン

発酵プラントでは，1日当たり120Nm3のバイオガ

スを生成するが，このうちメタンが約60％を占め

るので，72Nm3がメタンである。PSAによる精

製時のメタン回収率を90％としても，約65Nm3の

メタンが得られることになる。このことから，現

場で生成するメタンで，本装置の運転（1日8時間

稼動）に必要な燃料をまかなうことができる。

一方，過熱水蒸気式炭化プラント兼バイオマ

スボイラーでは，ストーカー炉式のバイオマスボ

イラーで過熱水蒸気を発生させる構造となって

いるが，装置の立ち上げ時とバイオマスのみの

燃焼で熱量が不足する場合には，補助燃料を使

用する。本装置は，補助燃料として，メタンと

LPGが選択できるようになっている。このように，

メタンは補助燃料としての位置づけであるが，メ

●吸着式フォークリフト

燃料タンク：吸着式低圧鋼製容器77Ｌ×1本

耐圧1.5MPa

吸着材46kg充填

貯蔵圧力：0.99MPa

貯蔵容量：3.85m3

燃料：ガソリンとガスのバイフューエル車

べース車両：三菱重工製2ｔ車

運転時間：0.5～1ｈ

【走行試験結果】

吸着材単体試験結果より，吸着式ガス容器

の断熱系（吸着開始時温度25℃）における貯

蔵量は，約4ｍ3であった。一般的に本車両を

天然ガス燃料で走行すると，リフトの上げ下げ

の回数にもよるが，約14m3の燃料で2～4時間

走行可能である。このデータから考えると，

本フォークリフトは約35～50分間の走行が可

能であると計算できる。しかし，冬期におけ

る実際の走行試験では25～30分ぐらいとなり，

走行時間が短くなる傾向が見られた。冬期に

は，脱着時の容器内温度の低下が激しく，有

効使用量が低下したためと思われる。

なお，2006年12月から，給ガスの頻度を1日1

回に抑えて作業効率を上げるために，貯蔵タ

ンクを大きなものに取り替えた。フォークリフ

トを使うことの多い斎藤さんによると，「以前は

充填が1日2回以上であったため，そのたびに

作業を中断しなければならず面倒であったが，

現在は，1日の作業を始める前に点検も兼ねて

充填すれば1日中作業できるため，通常のガソ

リンを使用した場合と利便性が変わらない」と

のことである。また，燃費や運転のしやすさも，

ガソリン車と差はないとのことであった。

●吸着式構内作業車

燃料タンク：吸着式低圧鋼製容器37.7Ｌ×2本

耐圧1.5MPa

吸着材43.8kg充填

貯蔵圧力：0.99MPa

貯蔵容量：3.77m3

走行距離：30km/m3（20km/h定速モード）

【走行試験結果】

同種のガソリン車と燃費を比べると，定速

モードで約2倍高く，ゴルフ場の構内作業車と

して発停を行った場合も，燃費の向上が見ら
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【コラム 12】メタンの貯蔵と自動車での利用

Q&A
Q1-------------------------------------------

軽トラックは，生成されたメタンでど

のくらいの距離を走ることができるか？

A1-------------------------------------------

メタン1m3で，約20km程度走行で

きる。車へはメタンを12MPa（1気

圧＝0.1013MPa）で充填し，6.12 m3

貯蔵できるので，現時点で約120km

の走行が可能である。充填圧やタン

ク容量を増やせば，走行距離が延び

る。メタンを入れる自動車燃料タンク

の有効容積は，51Ｌである。

6�

8.1�

3.77�

2.75�

1

�

�

�

120km�

�

�

�

50km

活性炭�

-�

-�

-�

活性炭�

活性炭�

活性炭�

活性炭�

6�

120�

120�

120�

9.9�

9.9�

9.9�

9.9

25�

120�

120�

120�

50�

50�

50�

50

容量�

移動ボンベ�
（3本）�

20ｍ3

移動ボンベ�
（4本）�

軽トラック�

フォーク�
リフト�

バイク�

構内作業車�

マーシャル�
カー�

注１：10kgf/cm2（at）＝0.98Mpa�

注２：貯蔵能力は，「貯蔵量÷容量」による。実際の使用可能量はやや小さい。�

注３：マーシャルカーとバイクに，バイオリサイクル予算は使われていない。�

注４：この表は，山田バイオマスプラントの阿部場長によるメモに，追記・微修正したものである。

充填物� 走行距離�
圧力�

（kgf/cm2）�
貯蔵量�
（ｍ3）�

メタン吸蔵�
タンク�

90Ｌ�
（30×3）�

120L �
（30×4）�

50Ｌ�
（25＋25）�

75.4Ｌ�
（37.7＋37.7）�

20Ｌ�
（14＋6）�

162Ｌ�

55Ｌ�

10.8�
（0.09×120）�

14.4�
（0.12×120）�

500

貯蔵能力�
（倍）�

表3－8 メタンの貯蔵と自動車での利用

Q2------------------------------------------

LNG（Liquefied Natural Gas：液

化天然ガス）車と同じか？

A2-------------------------------------------

違う。CNG（Compressed Natural

Gas：圧縮天然ガス）車に近い。ガ

スは気体である。天然ガスではなく，

バイオガス（メタン）であるので，

CMG（Compressed Methane Gas：

圧縮メタンガス）車とでも呼ぶべきも

のである13）。

Q3------------------------------------------

フォークリフトや構内作業車はどう

か？

A3-------------------------------------------

ANG（Absorbed Natural Gas：吸

着天然ガス）車に近い。高圧の自動

車用の充填ユニットから簡易なボン

ベに充填し，それを1MPa未満に減

圧してリフトに充填する。天然ガスで

はなく，バイオガス（メタン）であるの

で，AMG（ Absorbed Methane

Gas：吸着メタンガス）車とでも呼ぶ

べきものである13）。

13）ここでのCMG・AMGの呼称は，大阪ガスの関建司氏に依頼して名付けて頂いたものを使った。

吸着式構内作業車

吸着式フォークリフト
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近年，培地による生シイタケ栽培が原木栽培

に替わって増加している。現在，培地材料とし

ては広葉樹おが粉が使われているが，非常に高

価であり，不足傾向にある。一方，針葉樹であ

るスギおが粉は，一部廃棄されており，比較的

安価であるが，シイタケ菌糸の成長阻害物質が

含まれている14）。そこで，スギおが粉を水蒸気

爆砕し，シイタケ培地として使用可能であるかを

試験した15）。スギを水蒸気爆砕することにより，

抽出物質が変化し，かつ，リグニンが多糖類か

ら分離しやすくなる16）ことが期待されるためで

ある。

爆砕スギおが粉は，水蒸気爆砕装置を用いて，

加圧温度160℃・180℃・200℃・230℃と，加圧時

間2分間・4分間・6分間・8分間・10分間・12分間

とを組み合わせて生成した。図3－29は，爆砕

スギおが粉を取り出している状況である。爆砕

物の含水率は，いずれの処理温度においても，

加圧時間の増加とともに上昇した。pHは3.7～

4.8であり，温度と時間の増加に伴って低くなっ

た。160℃の温度で2分間という短時間で爆砕し

た場合のみ，シイタケ菌の生育に適する4.5以上

であった。爆砕のみではpHが低くなり，菌糸の

生育を阻害すると思われたため水洗したところ，

全ての爆砕物のpHを6～7に上昇させることが

爆砕スギおが粉の
シイタケ培地利用5

畜産経営では悪臭対策が大きな課題である。

悪臭の主な臭気成分は，アンモニアと硫化水素

である。そこで，山田バイオマスプラントにおい

て生成される再資源化物の有効利用と畜産臭気

の低減化を図る目的で，爆砕もみ殻と梨剪定枝

炭の脱臭性能を試験し，畜産由来臭気に対する

脱臭資材としての有効性を検討した。

試験としては，資材がどの程度悪臭ガスを吸

着して除去できるかを見るため，アンモニアガ

スを発生させて資材を充填した容器に通気し，

吸着できずにアンモニアが漏れ出す時間（破過

時間）を測定した（図3－27）。未処理のもみ殻

に通気した場合は，10分でアンモニアが漏れ出

して除去効果がほとんど見られなかったのに比

べ，爆砕処理したもみ殻は，2時間近く漏れ出さ

ずに明らかな効果が見られ，梨剪定枝炭の場合

の約2倍の吸着能力があった（図3－28）。同様

に，硫化水素ガスを通気したところ，梨剪定枝炭

の吸着能力が高く，爆砕もみ殻では40分で漏れ

出すのに比べ，400倍以上吸着時間が持続した。

このように，爆砕もみ殻はアンモニアに対して，

梨剪定枝炭は硫化水素に対しての吸着能力が高

いことが明らかとなり，両資材とも，畜産に起因

する悪臭の脱臭資材として活用が期待できる。

爆砕もみ殻と梨剪定枝炭の
脱臭資材利用4

14）松井隆尚・吉田健一・中

山法親・水谷政美：爆砕処理

したスギ（C r y p t o m e r i a

Japonica D. Don）材成分の

溶媒抽出，日本化学会誌，2，

pp.172-174，1991

15）寺嶋芳江：スギ水蒸気爆

砕物のシイタケ培地基材適

性，日本森林学会関東支部大

会論文集，投稿中，2007

16）中島健・善本知孝・福住

俊郎：スギ材中のシイタケ菌

阻害成分，木材学会誌，26，

pp.698-702，1980
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梨の剪定枝を製炭した木炭沫の鶏への給与

が，産卵後期の卵殻質と鶏ふん中の含水分率に

およぼす影響を試験した。

梨の剪定枝は樹皮の部分が多いが，カルシウ

ム・リン・カリウムなどの無機質は，木質より樹皮

に多く含まれる。採卵鶏は産卵開始（約140日齢）

より約1年間飼養するが，後半の卵殻質の低下が

問題となっている。そこで，梨の剪定枝から製

炭された木炭を粉砕し，採卵鶏に給与して，卵

殻質の改善効果を検討した。また，木炭を給与

することにより鶏ふん中の含水分率が低下する

ことが報告されているが，今回用いた木炭にお

いても同様の効果が見られるかどうかを，あわ

せて検討した。

365日齢の採卵鶏117羽を用い，市販配合採卵

鶏成鶏用飼料に木炭沫を5％および2％添加した

2群と，無添加の群の計3群（13羽/3反復/群）を設

け，476日齢まで試験を実施した。調査は，28日間

ごとに4回実施した。使用した炭は，梨の剪定枝

を1～3cm程度に細かく切断し，過熱水蒸気式炭

化プラント（工業原料化用兼バイオマスボイラー）

において約400℃の温度で製炭したものである。

産卵率は，木炭沫の給与量による差が見られ

なかった（表3－9）。また，卵殻強度・卵殻厚・

卵殻率・卵の破卵率にも，統計的な差は見られ

なかった。しかし，木炭沫を給与した群の方が

良好な値を示しており，その傾向は，添加量に

ほぼ併行していた。特に，破卵率は無添加群に

比べて，5％添加群では半分以下の出現率であ

った。しかし，卵黄色は添加量に併行して薄く

なる傾向にあった。

鶏ふん中の含水率は，調査期間を通して，木

炭沫を添加した群が低い値で推移した（表3－

10）。全期間の平均では，各群に明らかな差が

見られた。

梨の剪定枝を製炭した木炭給与は，採卵鶏の

産卵後期の卵殻質改善に良好な結果を与えた。

また，鶏ふん中の含水分率の低減に，明らかな

効果を示した。

梨剪定枝炭沫の鶏への給与3
タンのみの燃焼で必要な熱量を得ることができ

るようなバーナー能力（9 8％メタンとして

15Nm3/h）で設計されているので，バイオマスを

全く燃焼させなくても装置を稼動させることが

可能である。なお，このバーナーは，間欠燃焼

により，炉内の温度を保つよう設計されている。

十分な量の燃料バイオマスが供給されている場

合には，補助バーナーを着火させる必要はほと

んどないので，メタンの消費量はごくわずかであ

る。起動時にバイオマスの燃焼が安定するまで

はメタンが必要になるが，その量は7Nm3程度で

あり，山田バイオマスプラント内で得られるメタ

ンで十分にまかなえる。逆に，燃料バイオマス

を全く使用しないメタン単独運転では，バーナ

ーが頻繁に着火することとなる。着火の頻度は，

必要な熱量，すなわち温度設定によって変化す

るが，たとえば，炭化条件として炭化炉内の温度

を400℃に設定した場合には，装置の稼働時間

に対して大部分の時間帯でバーナーが燃焼状態

となっている。バーナー能力の最大値でメタン

が消費されるとした場合には，8時間の運転での

消費量は，15Nm3/h×8h＝120Nm3となる。本

来の設計において，本装置はメタンのみに依存

した運用は想定していないが，燃料バイオマス

を使用しないメタンのみの燃焼でボイラーを運

転する試験を行ったところ，1日の稼動（約8時間）

での消費量は，80～100Nm3であった。
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産卵率�
（％）�

注：異符号間に有意差あり（p<0.05）�

卵殻強度�
（kg/cm2）�

卵黄色�
卵殻厚�
（mm）�

卵殻率�
（％）�

5％添加群�

2％添加群�

無添加群�

87.8�

89.4�

88.3

3.09 �

3.11 �

2.98 

0.358 �

0.355 �

0.353 

9.26�

9.13�

9.09

0.53�

1.01�

1.13

11.6a�

12.2b�

13.0c

破卵率�
（％）�

表3－9 全期間の平均成績

1期�
（％）�

注：異符号間に有意差あり（p<0.05）�

2期�
（％）�

3期�
（％）�

4期�
（％）�

5％添加群�

2％添加群�

無添加群�

72.1a�

74.6b�

76.3c

73.4a�

73.8a�

75.3b

74.8a�

76.6b�

77.7c

74.9a�

76.4b�

77.0b

73.8a�

75.4b�

76.5c

全期間平均�
（％）�

表3－10 鶏ふん中の含水分率

図3－27 ガス発生・測定装置
畜産草地研究所（那須）所有

排
気
濃
度
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入
気
濃
度
�
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もみ殻�

爆砕もみ殻�

梨剪定枝炭�

図3－28 アンモニアガス破過曲線

梨剪定枝の木炭沫

木炭沫添加飼料給与中の採
卵鶏
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縮することとなる。現在のところ，燃料用のバイ

オエタノールの原料はサトウキビやトウモロコシ

などであるが，これらの原料は食料と競合する

ため，草木質系バイオマス（非食用バイオマス）

からのバイオエタノール生産の開発が進められ

ており，セルロースの加水分解はその中核をな

す重要な技術である。

また，糖類は，ポリ乳酸（生分解性プラスチッ

ク）の原料となる乳酸を生産する乳酸発酵を始

め，さまざまな発酵プロセスに提供することがで

きる。さらに，糖類の2次分解（糖の分子内脱水）

によって生成するフルフラール類は，有機溶剤と

して使用される他，合成繊維や合成樹脂などの

化学製品の原料として利用することができる（図

3－33・図3－34）。なお，バイオマスの糖化

を軸としたプロセスでは，リグニンは残さとして

回収され，ボイラー燃料などのエネルギー利用

が検討されることが多い。しかし，部分的な分

解を受けて低分子化したリグニンは，溶媒抽出

やアルカリ抽出などで分離されやすくなり，分離

多く，ホモ多糖類・ヘテロ多糖類・酸性多糖類の

複雑な混合物である。図3－32には，ヘミセル

ロースの例としてキシランを示したが，実際の

ヘミセルロースは，このように単純な構造ではな

い。リグニンは，フェニルプロパンを単位とし，3

次元網目構造を持つ重合度の非常に高い高分子

化合物である。

炭水化物であるセルロースやヘミセルロース

を加水分解すると，グルコースやキシロースとい

った糖類を得ることができる。このように，バイ

オマスの糖化（加水分解）を軸にした工業原料化

の流れは，得られた糖類の発酵によるバイオエ

タノールの生産を始め，大きな注目を集めている。

グルコースを始めとする糖類は，酵母と呼ばれ

る微生物を用いた発酵によって，エタノールと二

酸化炭素に分解することができる。これは，酒

の製造と同じ原理である。発酵で得られるエタ

ノール濃度は，酵母のエタノールの耐性の制約

上，十数％が上限であり，燃料として利用を念頭

においた高濃度化を行う際には，蒸留などで濃
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稲わら・もみ殻・木材などの草木質系バイオマ

スの組成は，図3－32のように大別できる17）。

主成分であるリグノセルロースと呼ばれる部分

はホロセルロースとリグニンで構成されており，

ホロセルロースはさらにセルロースとヘミセル

ロースに分類される。草木質系バイオマスの物

質変換を行って工業原料などの化学物質を得る

プロセスを考える際には，セルロース・ヘミセル

ロース・リグニンの挙動が重要になってくる。セ

ルロースは，グルコースを基本単位とする多糖

類で，通常は，水・酸・アルカリに不溶である。

ヘミセルロースは，植物細胞壁中でセルロース

と結合して存在する多糖類の総称である。細胞

壁成分中のセルロースとペクチン質を除いた水

に不溶でアルカリに可溶な多糖類を指すことが

工業原料としての
利用可能性6

できた。回収率は，いずれの温度においても，

処理時間が長くなると低くなった。これは，おが

粉の粒径が，時間が長くなると小さくなったこと

と，微細な粒子が水洗により流出したことによる

ものと考えられる。

次に，通常の栽培で使われる培地の配合で爆

砕物と栄養源であるフスマを混合し，水を加え

た培地を試験管に詰め，菌糸の成長速度をスギ

おが粉と比較した。その結果，全ての爆砕物培

地における菌糸の成長速度は，未処理のスギお

が粉培地よりも非常に速くなった。

栽培試験としては，爆砕物で培地をつくり，未

処理のスギおが粉ときのこ栽培用広葉樹おが粉

との培地で，シイタケの収量を比較した。通常は，

間断的に6ヶ月にわたってシイタケを6回発生させ

るが，今回は2回まで発生させた（図3－30）。

その結果，スギ爆砕物培地での収量は，広葉樹

培地と比較して1/2であった（図3－31）。スギ

爆砕物培地からの収量は，スギ未処理培地と比

較して若干多くなったが，広葉樹培地と比較す

ると，非常に少なかった。

以上の結果から，実用化するためには，水蒸

気爆砕後に低下するpHを調整するための水洗

が必要であることがわかった。菌糸の成長速度

は未処理のスギおが粉よりも速くなるが，実際の

栽培を模した広葉樹おが粉と比較すると，収量

は十分には得られなかった。爆砕処理による細

粒化を回避するような対策をとれば，爆砕処理

によりおが粉が変性されるという長所が，より大

きく現れるものと考えられる。
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図3－30 スギおが粉爆砕物の培地から
発生したシイタケ
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図3－31 シイタケ収量の比較（培地材料絶乾重量100g当たり）
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図3－32 草木質系バイオマスの基本組成図3－29 爆砕スギおが粉の取り出し

17）迫田章義・望月和博他：ゼ

ロエミッションのための未利用

植物バイオマスの資源化,環境

科学会誌，14（4）,pp.283-390，

2001
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品を代替するというコンセプトのもと，熱分解を

軸としたバイオマスの工業原料化技術として見

直されている。

一般的に，バイオマス由来の酢液には，酢酸

やプロピオン酸などの有機酸，メタノールなどの

アルコール類，グアイヤコールやクレゾールなど

のフェノール類，アセトンやフルフラールなどの

中性物質などが含まれている。また，タール分

には，酸性部・中性部・フェノール部があり，酢

液と類似しているが，成分の組成は大きく異な

っており，フェノール類および縮合型芳香族炭化

水素（ピッチ分）が大部分である20）。杉の過熱

水蒸気処理を行って得られた酢液の分析結果

を，図3－35に示す。アセトン・フルフラール・

フェノール・クレゾール・グアイヤコール，および

その誘導体などが検出されている。これらの物

質を工業原料として利用するためには，分離精

製が必要となるが，膜分離技術を利用した分離

法の検討などが進められており21），今後の進展

が期待される。

力・酸素濃度・装置形状など，設計条件・操作

条件で異なる。たとえば，熱分解ガスを積極的

に得る設計とすれば「ガス化」と呼ばれたり，炭

化物を得るための設計とすれば「炭化」と呼ば

れたりする。いずれにしても，過熱水蒸気を用

いたバイオマスの熱分解で，炭化物と化学物質

を効果的に取り出すことができるという知見が

得られている19）。山田バイオマスプラントで実

証を行った過熱水蒸気式炭化プラントでは，酢

液やタールを回収することで，化学物質を取り

出しやすい設計となっている。

バイオマス熱分解による化学物質の製造は，

古くから知られている。石油化学工業勃興
ぼつこう

以前

の木材乾留工業では，炭焼きと並行して木酢液

などを回収し，酢酸やメタノールの製造が行わ

れており，得られた酢酸からアセトン，メタノール

からホルマリンなどが工業レベルで生産されて

いた。その後，木材乾留工業で得られる製品は

石油化学工業に取って替わられたため，現在で

は木材乾留工業は完全に姿を消したといっても

過言ではない。近年，バイオマスで石油化学製

18） K. Mochidzuki, A.

Sakoda, M. Suzuki：Liquid-

phase thermogravimetric

measurement of reaction

kinetics of the conversion of

biomass wastes in pressu-

rized hot water: a kinetic

study, Adv. Environ. Res. 7,

pp.421-428, 2003

19）M. Sagehashi, N. Miya-

saka, H. Shishido, A. Sako-

da： Superheated steam

pyrolysis of biomass ele-

mental components and

Sugi（Japanese cedar）for

fuels and chemicals, Bio-

resource Technology, 97,

pp.1272-1283, 2006

20）森林総合研究所監修：木

材工業ハンドブック 改訂4版,

丸善, 2004
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イオマスの糖化を出発点として多種多様な化学

物質を得ることが可能であり，理論上は，大部分

の石油化学製品を代替できるといわれている。

バイオマスの糖化は，具体的なプロセスにお

いては，セルラーゼ（酵素）を用いる生化学的な

手法と，酸や高温高圧水を用いる物理化学的な

手法に大別できる。いずれにしても，適切な前

処理が必要となる。山田バイオマスプラントで

検討を行ってきた水蒸気爆砕処理は，バイオマ

スの前処理方法として期待されている。水蒸気

爆砕は，180～250℃の高温高圧の水蒸気で一定

時間処理（蒸煮）を行った後に急激に圧力を開

放することで，バイオマスを破砕（爆砕）する方

法である。蒸煮の過程で，ヘミセルロースの加

水分解やリグニンのアリルエーテル結合の開裂

などが生じ，それぞれ低分子化・可溶化するが，

200℃付近の高温高圧水処理では，ヘミセルロ

ース由来の糖類を高い収率で得ることが可能で

ある18）。水蒸気爆砕を行うことで，セルロース

リッチな破砕物（爆砕物）を得ると同時に，ヘミ

セルロース由来の糖類を回収することができる。

すなわち，図3－34に示したようなヘミセルロ

ースの加水分解は，水蒸気爆砕を行う段階で生

じており，水溶性成分が得られることになる。一

方，爆砕物については，リグニンなどに包み込ま

れていたセルロースが露出し，また，繊維構造

の破壊および微粉化の効果も加わり，セルロー

スの加水分解の反応性が高くなっている。この

ように，セルロースを露出させて反応性を高め

ることは，特に酵素加水分解を行う際には不可

欠である。また，酸化水分解や高温高圧水加水

分解に対しても，破砕による反応性・反応速度

の向上が期待できる。また，セルロースより分解

されやすいヘミセルロースは，酸や高温高圧水

によるセルロースの加水分解の条件下において

は分解が進み過ぎてしまうため，有用な成分と

して回収することができなくなる。そこで，あら

かじめヘミセルロース由来成分を分離しておく

ことで，総合的な収率の向上を図ることができ

る。

一方，バイオマスを無酸素（あるいは低酸素）

の状態で熱分解すると，熱分解ガス・酢液・ター

ル・炭化物といった生成物を得ることができる。

これらの成分が生成される割合は，温度・圧

されたリグニンは，接着剤・造粒剤・分散剤・減

水剤・キレート剤などの原料として利用できる。

また，最近では，合成樹脂の原料としての検討

も進められている。ここにあげた以外にも，バ
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図3－34 キシランの分解と工業原料化
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図3－35 杉由来の熱分解生成物（過熱水蒸気処理）
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図3－33 セルロースの分解と工業原料化
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