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1.2.2 バイオマス等エネルギー活用技術の現状 

 

（１）対象とするバイオマス等 

 

本事業で対象とするバイオマス等は、以下の通りとした。 

 

表1.2-19 調査対象バイオマス等の一覧 

エネルギー 対象 

バイオマス 家畜排せつ物、食品廃棄物、廃食用油、木質バイオマス

その他 小水力発電 

 

 

（２）バイオマス等エネルギー活用技術の現状 

 

バイオマスの利活用技術は、バイオマスの種類や利用方法によって、研究レベルから実用レベルの技

術まで様々である。ここでは、モデル作成の参考となる実用レベルにある技術やその利活用に係る課題

等を整理した。 

 

 

１）概要 

 

本検討で対象とするバイオマスの活用技術を下表のように選定した。これらの技術と小水力発電を用

いてモデルを作成することとした。 

 

表1.2-20 実用レベルにある対象バイオマスの活用技術 

バイオマス 

バイオマス活用技術 

直接燃焼 混燃 ガス化 メタン発酵 バイオディ

ーゼル燃料発電 熱 発電 発電 発電 熱 ガス

家畜排せつ物 △ △   ◎ ◎ ○  

食品廃棄物     ◎ ◎ ○  

廃食用油        ◎ 

木質バイオマス ◎ ◎ ◎ ◎     
◎：実用化レベルにありバイオマス等活用モデルの参考とする技術 
○：実証試験レベルであるが、実用化の可能性がある技術 
△：実用化レベルにあるが、特定の地域における利用であり、本検討では対象としない技術 
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２）木質バイオマス 

 

①バイオマス資源の概要 

  木質バイオマスは、製材所廃材、建築廃棄木材、間伐材、林地残材、果樹や街路樹の剪定枝、河川

の流木等である。東日本大震災の復興計画では、大量に発生した瓦礫も注目されている。 

 

②実用化されているエネルギー活用技術 

  木質バイオマスの実用化されている主なエネルギー利用は、以下の通りである。 

 

表1.2-21 木質バイオマス利用技術（熱化学転換技術） 

技術 特徴 

バイオマス混焼発電 ・既設の微粉炭火力に追設 

・電気事業者は大型の事業用火力発電に重量比で1～3％程度のバイオマ

スの混焼を行っている例が多い 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマス専焼発電／熱

併給（1万 kW～） 

・国内では燃料用チップを用いた数十MW クラスの発電も開始 

・海外では地域熱供給用のプラントやCHP プラントとして利用されてい

る例が多い 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマスガス化発電 ・国内ではMW級よりも小さな規模が中心だが、欧米では 1万 kW クラス

の例も存在 

・固定床をはじめとする一部の技術は実用化されているものもあるが、専

焼／混焼程の信頼性はない 

・実証～実用化レベルの技術 

・欧米では実用化 

直
接
燃
焼 

小規模バイオマス 

発電／熱供給 

（～1万kW） 

・国内では、熱供給事例はほとんど無いが、数MW の燃焼-ST 発電事例は

自家発電として普及 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマス熱利用 

（ボイラ） 

・国内では産業用途や温浴施設等に導入されている例が多い 

・ほとんどが蒸気、温水、温風の需要を想定したものであり、冷房が導入

されている例は少ない 

・欧米では、食品加工などシビアな制御が必要な導入先でも導入されてい

る例がある 

・既に実用化レベルの技術 

バイオマス熱利用 

（ペレット） 

・欧米ではローリーで家庭まで供給する体制が整備されているなど、一般

的な燃料として普及 

・国内ではストーブでの利用が多いが、 近ではボイラーでの利用も増加

傾向にある。欧米ほどの供給体制も整備されていない 

・既に実用化レベルの技術 

出典：平成21～22年度 エネルギー利用可能な木質バイオマスに関する 新動向調査,(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

 

③国内での実施状況 

木質バイオマスの利用は、収集可能なバイオマス資源の種類、量、採算性等に応じて様々な活用が

考えられる。これまでの国内の導入事例からは、下図のように整理される。 

バイオマス混焼発電、バイオマス専焼発電及びバイオマスガス化発電の国内事例は、電力会社によ



る発電事業などが多いことから、災

象としないこととする。 

ペレット、チップを熱利用してい

して利用できる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-8  実

※資料：バイオマ
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災害時の利用モデルとしては大規模であることから、

いる施設には、公共施設や温泉施設等があり、災害時

実用レベルにある木質バイオマスの活用技術 

マス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P160 

本調査では対

時には避難所と
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④常時利用における主な課題 

木質バイオマスエネルギーにおける主な課題や対応策を以下に示す。 

 

表1.2-22 木質バイオマスエネルギーにおける主な課題と対応策例(1/2) 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

原
料
調
達 

全般 冬季には熱需要が多いことから原料不足とな

り、逆に、夏季には原料に余剰が発生する。 

◎ 冬季の原料不足に対しては、夏季から材料となる

木質を貯蔵する。（蓄えるためのスペースが必要。

海外においては、土場に蓄えている例が多い。） 

◎ 夏季の原料余剰に対しては、エネルギー利用以外

の用途（敷料、土木資材、炭化等）に活用する。 

燃焼システム（例：ストーカ炉、流動床炉）

により原料の受入形状が異なる。 

◎ 受入形状を統一する。（ストーカ炉は長さ1m 程度

のものまで可能、流動床炉ではおおよそ20mm 以下

とする必要がある。なお、建築廃材の場合は一般的

にチップ形状での受入となる。） 

● 破砕機によりチップ化する。 

林地 

残材 

林地残材等は搬出コストが高く利用が困難で

ある。具体的には以下のような事例が挙がっ

ている。 

● 資源エネルギー庁の試算※によると、林地

残材を全てエネルギー利用した場合、補助

制度を利用しても林地残材のエネルギー利

用施設への売却価格は18,300 円/tとなり、

発電に利用することは困難としている。運

搬コストの低減、エネルギー設備の大規模

化が有効とされている。 

● 林地残材の搬出には、結束等の作業を要す

るため木材搬出の3 倍程度のコストにな

る。 

※新エネルギー部会発表資料「バイオマスエ

ネルギー開発・利用戦略の検討状況」資源

エネルギー庁新エネルギー対策課、2002 年

11 月 

＜木質の提供側＞ 

間伐に対する補助制度を活用し、林地残材の販売価

格を低減する。 

林地残材を全てエネルギー利用するのではなく、木

部については材木やチップとしてより高値で販売し、

端材となる部分をエネルギー利用する。 

◎ 木材として売却できる林地残材の搬出とともに、

木材としては売却できないがエネルギーとして活

用できる林地残材を同時に搬出することによって、

エネルギー利用できる材の搬出価格を低減する。 

● より効率的な林地残材の搬出のために、林道の整

備や高性能林業機械を導入する。 

● 移動式チッパーや移動式ペレット製造装置の導入

により林地残材コストを低減する。 

● 海外では木質系バイオマスエネルギーは単位エネ

ルギーあたりの雇用創出効果が高いことから、地域

への貢献が高いと評価されており、必ずしも高コス

トなことが問題であるとは限らない。 

＜木質の利用側＞ 

無償や逆有償の原料（製材所廃材や建築廃材等）と

有償の林地残材等を混合利用することにより、全体と

しての採算性を確保する。 

● 副産物(ヒノキオイル等)の売却収入により採算を

確保する。(ほかの木材を利用できないという制限

がつく) 

林地残

材 

バーク 

林地残材やバークは含水率が高い（含水率で

50～55%、低位発熱量7.1～8.4MJ(1700～

2000kcal/kg)）ために、エネルギー利用効率

が低下す 

● 自然乾燥等を行い、含水率を下げることによって

エネルギー利用効率を上げる。 

事業期間を通じた林地残材、林地残材の確保

の可能性検討をする必要がある。 

◎ 樹齢を考慮し、事業期間（15 年）に対応した年ご

との原料供給量の検討を行う。 

バーク バークは材種により破砕処理消費動力が多

い。 

● 事前に所内動力消費の検討を行う。 

建築廃材は材木の防腐処理（CCA）による重金

属の影響が懸念されており、その環境対策の

ために建設費が1～2%上昇する。 

● 林地残材等の防腐処理がされていない原料を混入

して利用する。 

● 防腐処理部分を分別する。 

建築廃材の利用では、廃プラ類の混入が避け

られない。 

◎ 排ガス浄化施設（酸性ガス、ダイオキシン類）の

対策を行う。（コストアップ要因となる。） 

建築廃材とともに、砂利、コンクリートがら

等が混入し、設備故障の原因となる。 

◎ 受入時の性状を設定し、異物がある場合は受け入

れないようにする。 
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表1.2-22 木質バイオマスエネルギーにおける主な課題と対応策例(2/2) 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

エネル 

ギー 

需要 

工場廃材の焼却を行っている場合には、焼却

による減容化が優先であり、熱の供給が需要

を上回る。 

発電ではエネルギー利用率が25%程度と低い 

◎ 設計段階では、設備を大規模化することによって、

発電に利用する量を増やす。 

◎ 工場におけるプロセス利用の他にも、発電、暖房、

給湯、空調（吸収式冷凍機）、ロードヒーティング

等へ利用する。駆動動力源を蒸気に変更する。 

◎ 隣接施設への熱供給（ハウス栽培等）、電力供給を

行う。 

◎排熱も利用するコージェネレーションシステムと

してエネルギー利用率の向上を図る 

発電・

売電 

発電によって場内消費を行うことにより買電

量（単価は10～23 円/kWh）を減らしているが、

余剰の電力が発生しても電力会社への売電価

格が低廉である（3～4 円/kWh）ため、売電が

行いにくい 

◎ 隣接施設への電力供給を行う。 

● RPS 法（全般編参照）による新エネルギー等電気

相当量価格の上乗せによって、売電価格が上昇する

ことが期待されている。 

発電・

負荷追

従 

発電の負荷追従性がよくない（電力の小売に

必要な、託送契約電力の3％以内の負荷追従に

より30 分単位で同時同量運転を確保するこ

とは困難。）ため、工場における電力の全量を

まかなうことはできない。 

◎ ベース電源（系統連系、逆潮流なし）として活用

する。 

発電・

資格 

発電に関しては必要な国家資格等が多く、資

格保持者の確保のために費用が必要。 

◎ 規模等によっては資格が不要となる場合（例：出

力1,000kW 未満の場合は電気主任技術者の不選任

も可能）がある。 

用水 工業用水が得られない地域の場合、冷却に利

用する水の費用がかさむ。（工業用水の場合数

十円～100 円/m3 程度、上水の場合150 円～

300 円/m3程度。） 

● 熱の有効利用を図り、冷却水量を抑制する。 

残
さ
等
の
処
理 

灰 終処分場の減少により灰処理コストが上昇

しつつあり、灰処理費の低減が必要。 

◎ 工場端材、林地残材等のグリーンバイオマスの灰

については、無償で肥料や肥料の原料として、リサ

イクルや山元還元を行う。 

◎ 建築廃材等の場合、リサイクル等ができないこと

から灰は産廃として処理されており、平均約6,000 

円/tである 

用水 蒸気冷却の過程にて濃縮される水の処理費が

高い 

－ 

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 
※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P172～174 
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参考：木質バイオマスの収集に関する先進事例 

 

国内で利用されている木質バイオマスの多くは、製材所廃材や建築廃棄木材であり、森林系の未利

用バイオマスは搬出、運搬コストが高いことなどからほとんどが利用されていない。このため、林業

振興と併せた対策が必要となっている。 

森林系の木質バイオマスの収集や林業振興の先進事例を以下に示す。 

 

 

■事例①：バイオマス集積基地（岡山県真庭市） 

・木質バイオマス利用の先進地である岡山県真庭市で

は、木質バイオマスの利活用に係る様々な取組を進め

てきた。今後、燃料としての本格的な活用が始まると、

利用側への安定的な資源の供給が必要となった。 

・このため、「真庭バイオマス集積基地」を整備し、安

定供給のためのストックヤードを整備した。また、収

集コストを抑えるのではなく、未利用資源を買い取る

という仕組みを構築したことで、地域住民、素材生産

事業者、森林組合などからたくさんの資源を集めるこ

とに成功している。 

 

 

 

 

 

■事例②：土佐の森救援隊（高知県） 

・高知県下各地の森林ボランティア組織、団体へのよ

り専門的な林業技術指導、財政的支援、森林ボラン

ティア活動のノウハウの伝承等を行うことを目的

に結成された。 

・各地域の森林ボランティア団体に所属する活動家

（ボランティア）の養成、森林の整備（間伐、植樹、

山に木質スポンジを戻す運動等）、作業道の整備、

その他森林関係のイベント（交流会、ボランティア

祭り、ログハウス教室、グリーンツーリズム等）の

実践活動を行っています。実践活動には、地元の

人々の参加もあり、山村地域の住民と、都市部住民

とが、協働作業で共に汗を流すことにより、幅広い

交流の輪が広がっている。 

・森林証券制度を導入して、独自の地域通貨券「モリ

（森）券」（地場産品との交換券）を発行している。この制度は、森林ボランティア活動の活性化と

継続性に効果があるだけでなく、「モリ（森）券」を通じて幅広い交流をサポートすることにより、

地域産業の振興、地場産品の消費に貢献している。 
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３）廃食用油 

 

①バイオマス資源の概要 

家庭や外食産業などから廃棄される使用済みの食用油である。 

 

②実用化されているエネルギー活用技術 

植物油は軽油に比べて粘度が高く、そのままディーゼルエンジンに利用することができない。そこ

で、トリグリセリド（脂肪酸とグリセリンのエステル）をメチルエステル化してグリセリンを除くこ

とでディーゼル燃料に適した物性となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③国内での実施状況 

家庭や事業者から排出される廃食用油を収集・バイオディーゼル燃料化し、公用車や農業機械等の

燃料に利用する取り組みが地方自治体、NPOや市民団体、企業等により全国で行われている。 

また、地域の様々な主体が参加し、休耕田などを活用して菜種油を栽培し、菜種油を食用として利

用し、その廃食用油によるバイオディーゼルの製造と利用等の地域内での資源循環を図る「菜の花プ

ロジェクト」の取組が全国に広まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-11 菜の花プロジェクト 

図1.2-10 トリグリセリドのエステル化

による動粘度の変化 
出典：バイオマス技術導入ハンドブック, 

(財）新エネルギー財団編 

図1.2-9 植物油のエステル交換反応

 廃食用油回収及び 
バイオディーゼル燃料製造・利用システム

菜の花等栽培・搾油システム 

廃食用油の回収

廃食用油の運搬

廃食用油の運搬 

バイオディーゼル燃料製造 

公用車、トラクター等での 

バイオディーゼル燃料の利用 

菜の花の栽培

菜の花の収穫

菜種の搾油 

菜種油一般家庭･学校給食･ホテル･

旅館等での菜種油の利用 
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④常時利用における主な課題 

  

表1.2-23 バイオディーゼル燃料利用における主な課題と対応策例 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

原
料
調
達 

主に 

家庭系 

動物性油が混入するとバイオディーゼル

燃料が精製できない。 

◎ 拠点における回収時間を限定して、担当者をおいた

上で回収する。 

廃食用油が十分に集まらず、設備の稼働

率が低い。 

◎ 自治会単位での回収とし、住民の協力を得やすくす

る。 

◎ 常設の拠点回収とし、いつでも廃食用油を持ち込め

るようにして回収量を増やす。 

燃

料

製

造 

全般 規模を拡大すると資格者（危険物取扱責

任者）が必要となる。 

◎ 指定数量の1/5（400L）未満の貯蔵とする。 

長期保存によりバイオディーゼル燃料の

品質が劣化（固化）する。 

◎ バイオディーゼル燃料供給量に合わせた需要（車両

等）を確保する。 

燃
料
利
用 

全

般・ 

課題 

軽油を混ぜて利用すると軽油引取税が課

税される。 

◎ バイオディーゼル燃料のみ（100%）での利用をする※。

寒冷地 寒冷地では、冬季にバイオディーゼル燃

料の粘性が低下し、そのままでは利用が

できなくなる。 

◎ 自動車燃料利用の場合は添加剤等を加えている。 

● 軽油を混ぜて利用する。（上記のとおり、軽油引取税

が課税される。） 

●定置型利用の場合、排熱による保温(タンク・配管)を

行う。 

残渣

等の

処理 

洗浄 

方式 

グリセリン、洗浄排液の処理が必要。 ◎ 機器メーカーで処理を行う。 

● 残さ等が少ない製造技術への変更をする。 

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 
※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P252 

 

 

参考：バイオディーゼル100%での利用について 

 

○バイオディーゼル燃料は、地域バイオマス資源の活用やカーボンニュートラルによる二酸化炭素削減

など地球温暖化対策等の観点から重要とされている一方、バイオディーゼル燃料の効率的な製造・流

通、エンジン等への影響など、燃料としての規格化や技術的解決が求められている。 

○経済産業省は、バイオディーゼル燃料混合ガソリン・軽油の適正な品質の確保を目的として、「揮発油

等の品質の確保に関する法律」（以下、「品確法」という。）の改正（平成20年５月改正、平成21年２月

完全施行）を行った。廃食用油から製造するバイオディーゼル燃料は、Ｂ５燃料(バイオディーゼル燃

料の混合率５％の軽油)による利用が推奨されている。 

○Ｂ100燃料(バイオディーゼル燃料100％：ニート)での利用ではなく、軽油と混合してＢ５燃料で用い

ることが望ましいが、それが困難であり、事業者の自己責任においてＢ100燃料を利用する場合には、

国土交通省が経済産業省と協力して定めた「バイオディーゼル燃料の使用に関するガイドライン」の

遵守が必要である。 

 

※強制規格：軽油にバイオディーゼル燃料を５質量％以内で混合した場合に、分析の結果が必ず適合していなければならない

規格のことで、９項目(①脂肪酸メチルエステル、②硫黄分、③セタン指数、④蒸留性状、⑤トリグリセライド、⑥メタノ

ール、⑦酸価、⑧ぎ酸･酢酸･プロピオン酸の合計、⑨酸価の増加)について基準が定められている(混合率が0.1質量％以内

の場合は、①～⑤の５項目)。 
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【先進事例：秋田運送の取組】 

・取り組み概要：平成16年からバイオディーゼル燃料の製造実験に着手。現在，自社開発の乾式製造法

により自社の50台分のトラックの燃料を生産。実験段階でトラックを3台廃車にしている。 

・バイオディーゼル燃料の利用：バイオディーゼル燃料100%で自社のトラックを運行しているが、障害

はない。 

・原料の入手：県内の廃油業者から購入。購入価格は20円台/Lであり、近年上昇している。 

・低温対策：断熱材等を利用して低温化を防止している。より安価な対策を秋田県立大学と共同で開発

中である。 

・酸化対策：バイオディーゼルに精製した後、3日～1週間以内に使い切ることとしている。 

・副産物の処理：ボイラーの助燃剤等として他業者に提供 
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４）家畜排せつ物 

  

①バイオマス資源の概要 

 家畜排せつ物は、家畜の種類、体重、給与飼料（量、質）、飲水量、飼養形態、季節や体調によって、

その量も質も大きく変動する。 

 

表1.2-24  家畜排せつ物の諸元 

家畜排せつ物 含水率 炭素量 

※含水率は、質量基準（全重
量に対する水分量） 

※炭素量は、乾物重要に占め
る割合 

牛ふん 84.3 72.6 

豚ふん 81.1 80.9 

鶏ふん 75～80 72.9 

※資料：バイオマスハンドブック第2版,(社)日本エネルギー学会,P69 

 

②実用化されているエネルギー活用技術 

  家畜排せつ物の実用化されている主なエネルギー利用は、メタン発酵や鶏ふんの直接燃焼等である。 

  バイオマス等活用モデルは、国内で も普及しているメタン発酵を対象に作成することとした。な

お、鶏ふんの直接燃焼は、事例が少ないことから対象としないこととした。 

メタン発酵とは、有機物と多種多様な嫌気性微生物が共存し、嫌気性、温度5～70℃、pHが中性付近

等の条件が満たされると有機物が分解され、 終的にメタンと二酸化炭素になる現象である。 

 

③国内での実施状況 

  発生したバイオガスの主な利用方法を下表に示す。家畜排せつ物を利用したメタン発酵施設は、主

に畜産が盛んな地域（主に北海道や九州）に存在している。また、その利用は、メタン発酵施設や周

辺の牧場や事務所等における熱・電気利用である。一部、余剰電力の売電やその他の利用をしている

事例も見られる。一般家庭への供給等の実証実験が行われているが、限定的である。 

 

表1.2-25  実用レベルにある対象バイオマス等の活用技術 

利用方法 概要 条件等 バイオマス 

ボイラー利用 ・ボイラーの燃料として利用

し、熱供給する。 

・冷暖房、温水プール、ロード

ヒーディング等 

・敷地内、隣接する施設、地域

への熱供給ニーズがあるこ

と 

実用段階 

・家畜排せつ物 

・食品廃棄物 

発電 ・発電機の燃料として利用し、

電力、熱を回収する。 

・施設の運転に電力、熱を利用

し、余剰の電力、熱を供給す

る。 

・敷地内、隣接施設への電力、

熱の需要があること。 

・電力会社への売電（RPS法の

適用を検討） 

実用段階 

・家畜排せつ物 

・食品廃棄物 

自動車燃料 ・メタン濃度を上げて熱量を調

整し、圧縮して天然ガス

（CNG）自動車に利用する。

・ゴミ収集車、公用車等利用車

両の確保。 

・バイオガス燃料を使用する車

両の許認可 

実証試験段階 

・下水汚泥（神戸市） 

バイオガス供

給 

・濃縮、圧縮したバイオガスを

供給する。 

・隣接施設、特定地域へのバイ

オガス供給、都市ガスへの混

合供給等 

・地域内、隣接施設へのバイオ

ガス燃料の需要 

・ガス会社との連携、ガス事業

者の許認可 

実証試験段階 

・家畜排せつ物 

（熊本県山鹿市、北海道別

海町等） 

 

※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P403 
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※資料：バイオマ

 

④常時利用における主な課題 

 

家畜排せつ物のメタン発酵に際し

 

表1.2-26 家畜排せつ

段階 対象 課題

原
料
調
達 

集中型 
・運搬 

ふん尿運搬費用を農
場合、収集運搬車を
搬を業者に委託せね
搬日が高いためにふ
集まらない 

集中型・ 
原料性状 

設計時よりもふん尿
想していたほどガス

飼育方法が設計時か
に変更された（長い
になった）ことによ
更となり、設計どお
い。 

設計時よりも乾物割
節により変動するた
定しない。 

全般・ 
原料性状 

受入槽から発酵槽へ
いてわらや砂利が詰

寒冷地 原料が凍ると、解凍
ーが必要となる。 
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実用レベルにある対象バイオマス等の活用技術 

マス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P364 

 

しての主な課題や対応策を以下に示す。 

つ物のメタン発酵に際しての主な課題と対応策例(1/2) 

題 事例における対応策

農家の負担とした
を持たない農家は運
ねばならず、その運
ふん尿が予定通り

◎専用の容器付きトラックを各
して、搬入する。 

◎大規模で畜舎とメタン発酵施
いる場合には、配管による搬

◎施設の計画段階で、集運搬方
との合意を得ておく。 

●施設側が収集運搬も行い、そ
金に含める。 

尿の水分が多く予
スが出ない 

◎有機性廃棄物の受け入れ量
よってガス発生量を確保する

から施設稼働まで
い敷料をつかうよう

り、原料性状が変
おりの運転が難し

◎飼育方法の将来計画を勘案し

割合が高く、かつ季
ためガス発生が一

◎パーラ排水を受入槽へ投入し
化と共にポンプ負荷を軽減す

へ送るポンプにお
詰まる 

◎投入前に原料を攪拌し、均一
する。 

◎スクリーンや破砕装置を設置
◎農家にわらや牧草をできるだ
うに依頼する 

凍のためのエネルギ ◎バーンクリーナー等を用いふ
に受入槽に投入する。 

◎受入槽を地下に埋設したり、
管することにより凍結を防止
る。 

策の例 

各農家にリース

施設が近接して
搬送を行う。 
方法について農家

の費用を処理料

を増やすことに
る。 

した設計を行う。

し、乾物量の均一
する。 

一にしてから投入

置する 
だけ分別するよ

ふん尿が凍る前

受入槽に温水配
止したり解凍す
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表1.2-26 家畜排せつ物のメタン発酵に際しての主な課題と対応策例(2/2) 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

エネルギ
ー需要 

熱の利用先が発酵槽の保温のみであ
り、効率が低い 

◎発電、暖房、給湯、空調（吸収式冷凍機）、
ロードヒーディング等に利用する 

●隣接施設への熱供給を行う（温室等の余熱利
用施設を併設する） 

夏期には熱に余剰が発生しており、効
率が低下している 

●冷房等の熱源として活用する。 

発電・売
電 

売電によって場内消費を行うことに
より買電量（単価は10～23円/kWh）を
減らしているが、余剰電力が発生して
も売電単価が安い（3～4円/kWh）ため、
売電が行いにくい。 
例えば乳牛農家の場合、朝・夕の搾乳
時間が電力消費のピークとなるが、そ
の他の時間の電力消費量は少ない 

◎隣接の施設（下水処理施設、乳製品工場など）
へ電力を供給する 

●RPS制度や全量買取制度の導入による売電単
価の向上 

ガス濃度 ガス濃度が一定でないため、ボイラー
が鎮火する 

◎ガスホルダーの容量を大きくしてガス濃度
を均一にする 

ガス濃度が一定でないため、発電機の
始動運転が不安定となる 

◎ガスホルダーの容量を大きくしてガス濃度
を均一にする 

◎デュアルフューエルタイプのエンジンを利
用する 

脱硫 硫化水素濃度の基準値が厳しいが、脱
硫に費用が嵩む（エネルギー機器での
メタンガスの利用のためには硫化水
槽を数十ppm程度まで除去する必要が
ある）。 

◎微生物を活用 
◎発生ガスに3%程度の空気を注入する 
◎消化槽に塩化第二鉄を投入する 
◎除去率向上のために、複数の脱硫技術を組み
合わせる 

残
渣
等
の
処
理 

消化液・
水処理 

消化液の農地散布ができない場合、水
処理が必要となり、その費用が嵩む 

◎北海道では農地に散布 
◎下水道が利用できる地域では、排水処理施設
を下水道と供用する 

消化液・
利用 

消化液がどの作物に利用できるのか
が不明である 

◎草地への利用が一般的 
◎一般作物への利用も研究が進んでいる 

消化液・
散布 

消化液の散布時期は決まっているこ
とから、長z期間の保管が必要である。
また、春、秋に散布の需要が集中する
ため、間に合わない場合がある 

◎6ヶ月以上の貯留槽を持つことで対応 
◎散布車両、人員を十分に確保する 

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 

※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P380 

 

 

 



５）食品廃棄物 

 

①バイオマス資源の概要 

  食品廃棄物は、食品加工工程や売

で発生する有気分を多く含む排水等

 

②実用化されているエネルギー活用技

  食品廃棄物の実用化されている主

 

③国内での実施状況 

食品廃棄物を利用したメタン発酵

水の処理施設がほとんどである。ま

電気利用である。一部、余剰電力の
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※資料：バイオマ
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売れ残り、食べ残しなどとして発生する固形のもの、

等がある。 

技術 

主なエネルギー利用は、メタン発酵である。 

酵施設は、市町村の廃棄物処理施設や食品工場で発生

また、その利用は、メタン発酵施設や周辺の事務所等

の売電やその他の利用をしている事例も見られる。

実用レベルにある食品廃棄物の活用技術 

マス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P364 

食品製造工程

生する残渣や排

等における熱・
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④常時利用における主な課題 

食品廃棄物のメタン発酵に際しての主な課題や対応策を以下に示す。 

 

表1.2-27 食品廃棄物のメタン発酵に際しての主な課題と対応策例 

段階 対象 課題 事例における対応策の例 

原
料
調
達 

全般 厨芥類は密閉しないと臭気等が発生
する等、取り扱いが難しい 

◎事業系では、腐敗を防止するための専用の冷
蔵庫に保管し、定期的に回収する。 

◎家庭系では、専用のふた付き容器を回収拠点
に置き回収する場合と、専用ビニール復路に
よる拠点回収を行い、施設の破砕機と分別装
置により袋を分離している場合がある。 

雑芥類が混入すると機器に影響を与
える 

◎生ゴミ提供者に混入防止の依頼をする 
●スクリーン等の前処理装置を設置（コスト増
となる） 

事業系 ホテル厨芥の場合、宴会等では分別を
するための時間がないことから予定
通りの原料量が確保できない 

◎新たな原料提供者を確保する 
◎事業開始前に、生ゴミ提供者の了解を得てお
く 

回収費用が高い ●商品を配送した車両で生ゴミを持ち帰る（改
造費用等が必要） 

家庭系 分別が徹底しにくい ◎事業系や給食センター、庁舎等の分別を徹底
しやすい施設からの生ゴミを受け入れ 

◎市民の意識向上、ガイドブック配布、説明会
開始、分別間違いの指導等 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

エネルギ
ー需要 

熱の利用先が発酵槽の保温のみであ
り、効率が低い 

◎発電、暖房、給湯、空調（吸収式冷凍機）等
に利用する 

●隣接施設への熱供給を行う（温室等の余熱利
用施設を併設する） 

発電 
・売電 

売電によって場内消費を行うことに
より買電量（単価は10～23円/kWh）を
減らしているが、余剰電力が発生して
も売電単価が安い（3～4円/kWh）ため、
売電が行いにくい。 

●隣接の施設（下水処理施設、乳製品工場など）
へ電力を供給する 

●RPS制度や全量買取制度の導入による売電単
価の向上 

脱硫 硫化水素濃度の基準値が厳しいが、脱
硫に費用が嵩む（エネルギー機器での
メタンガスの利用のためには硫化水
槽を数十ppm程度まで除去する必要が
ある）。 
 

◎微生物を活用 
◎発生ガスに3%程度の空気を注入する 
◎消化槽に塩化第二鉄を投入する 
◎除去率向上のために、複数の脱硫技術を組み
合わせる 

原料濃度 高濃度の原料の場合は、メタン発酵の
阻害が起こり、滞留時間が長くなる 

◎膜分離等により菌体を高濃度化し、発酵を促
進する。 

◎余剰汚泥の添加、2槽化（酸発酵＋メタン発
酵）により発酵の効率化を図る 

◎希釈することによって発酵を安定させる。 

残
渣
等

の
処
理 

水処理 下水放流に費用がかかる ●消化液を近傍の農家で利用 
●自治体の生ゴミの処分手間が減ることから、
下水放流に自治体の協力を得る 

●水処理が不要な乾式を採用する。 
◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策 
※資料：バイオマス技術ハンドブック,(財)新エネルギー財団,P380 
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６）小水力発電 

 

①小水力発電の概要 

水力発電は、水が高いところから低いところに向

かって流れ落ちるエネルギーを水車によって機械エ

ネルギーに変換し、発電機によって電気エネルギー

を作るものである。 

水力発電は、その出力の規模によって次のように

分類されている。 

 

表1.2-28 水力発電の出力分類 

分 類 出 力 

大 水 力 

中 水 力 

小 水 力 

ミ ニ 水 力  

マイクロ水力 

100,000kW以上 

10,000kW ～ 100,000kW 

1,000kW ～  10,000kW 

    100kW ～  1,000kW 

   100kW以下 

 

   大規模な水力発電事業は、電力会社などにより進められているが、今後は河川、農業用水、砂防

堰堤、上下水道等を活用した小規模な発電の開発が期待されている。環境省の調査※では、中小水力

発電の賦存量は1,800万kW、導入ポテンシャルは80～1,500万kWと試算している。 

 ※「平成21年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査 調査報告書」,環境省地球環境局地球温暖化対策課 

 

   また、小水力発電には以下のような特徴がある 

・CO2を発生しないクリーンエネルギーである 

・純国産の再生可能なエネルギーである 

・短時間で発電可能であり、電力需要の変化に対応しやすい 

・インフレや燃料コストの変動の影響を受けにくく、発電コストが安定している 

・エネルギー変換効率が高い 

・ローカルエネルギーである（無電源地帯に流量と落差があれば電気供給が可能）

・環境学習など社会教育機会の提供 等 

 

  水力発電の出力は下式により求められる。落差が大きいほど、水量が多いほど、出力は大きくなる。 

発電出力Ｐ(kW) ＝ 9.8(重力加速度) × 使用水量(m3/s) × 有効落差(m) 

            × 水車効率 × 発電機効率 

  ただし、水車効率  ：0.75～0.90  発電機効率 ：0.82～0.93 

 

  出力と時間の積を電力量と呼び、発電による電力量は下式により算出する。売電・買電の単価は電

力量（kWh）あたりで設定されている。出力が大きくても発電可能な時間が短ければ、初期投資に見合

う電力量が得られない場合がある。 

電力量(kWh) ＝ 発電出力(kW) × 発電時間(hr)   

年間発電量(kWh) ＝ 発電出力(kW)×24(hr)×発電可能日数 

図1.2-14 小水力発電の概念図 

バイオマス等活用モデル

の対象 
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②国内での実施事例 

 

小水力発電所の事例を以下に示す。同じ小水力発電であっても、1kW前後の出力で周辺の照明に利用

する小規模なものから、100kW以上の出力で売電を行うものまで様々である。 

 

表1.2-29 主な小水力発電所の諸元一覧 

発電方式 名 称 所在地 発電出力 有効落差/使用水量 

農業用水 

利用 

照井発電所 岩手県一関市 大50kW 6.88m／1.087m3/s 

城原井路発電所 大分県竹田市 大25kW 8.9m／0.45m3/s 

百村第一・第二発電所 栃木県黒磯市百村地先 第一: 大30kW 

／常時25kW 

第一：2.0m 

／ 大2.40m3/s 

第二: 大90kW 

／常時75kW 

第二：2.0m 

／ 大2.40m3/s 

常西用水落差工水力発電 富山市西番 大5kW 1.5～2.0m 

／0.3～0.5m3/s 

波田堰 長野県東築摩郡波田町 0.7kW 0.5m／ 大0.700m3/s 

石徹白マイクロ水力発電 岐阜県郡上市白鳥町石

徹白 

1kW   

伝兵衛井貝沼発電所 長野県伊那市富県貝沼 大1kW 1m／ 0.13m3/s 

米子水車 長野県須坂市米子 150W 0.9m ／ 0.1m3/s 

コヲミ平マイクロ水力発

電所 

長野県大町市平コヲミ

平釣り堀センター 

700W 3m  

／ 0.08m3/s 

河川水 

利用 

オーレン小屋発電所 長野県茅野市豊平東八

ヶ岳夏沢峠 

大9.15kW  

／常時4～9kW  

23m／ 大0.058m3/s 

遠山郷小水力発電所 長野県飯田市（旧南信

濃村） 

大2.5kW 12m／ 大0.033m3/s 

合資会社嵐山保勝会 

水力発電所 

京都府京都市右京区桂

川左岸 

大5.5kW  

／常時約4.3kW 

1.74m／ 大0.55m3/s 

桐生市利平茶屋水力発電

所 

群馬県桐生市黒保根町

利平茶屋森林公園内 

大22kW 

 ／常時5～22kW 

6.7m／ 大0.0456m3/s

都留市家中川市民発電所 山梨県都留市上谷都留

市役所敷地内 

大 20kW 

 ／常時8.8kW 

2.0m／ 大2.0m3/s 

まるへい水力発電所 群馬県甘楽郡下仁田町

大字下仁田 

大 24kW 6.58m／ 大0.557m3/s

(社)日本山岳会山岳研究

所 水力発電 

長野県松本市上高地 大 1kW 52m／ 大0.005m3/s 

上水道 寺内配水場発電所 大阪府豊中市 大129kW 35m／ 大0.48m3/s 

港北発電所 神奈川県横浜市 大300kW 29.8m／ 大1.35m3/s 

下水道 東京都下水道局森ヶ崎再

生センター 

東京都江東区 大93kW 

ほか2基 

4.2m／ 大2.88m3/s 

砂防ダム 浅刈ダム発電所 長野県大岡町 大6.7kW 13.7m/ 大0.08 m3/s 

湧水利用 長坂町三分一湧水公園 山梨県長坂町三分一湧

水公園 

大1.0kW 7.0m／ 大0.03m3/s 

小谷村大平地区水力発電

所 

長野県小谷村 大0.15kW 

 ／常時0.15kW 

15.8m／ 大0.002m3/s

高森湧水トンネル公園 熊本県高森町 22W 落差なし 
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小水力発電に利用される水車の選定には、流量と落差の関係から下図のような選定表が利用される。

従来は、低流量・低落差（選定表の左下部分）は、出力が小さくあまり注目されてこなかったが、近

年は研究機関やメーカー等により開発が進んでいる。現在市販されている低流量・低落差タイプの水

車発電機の一例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-15 水車の選定図 

出典：マイクロ水力発電導入ガイドブック（NEDO） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2-16 低流量・低落差タイプの水車発電機の一例 

 

出力 
数kW以下 

①リッター 

⑤ﾊﾟﾜｰｱﾙｷﾒﾃﾞｽ 

②パワーパル※ 

④LH1000型※ 

水車・発電機一体型 

低落差高流量型 

⑥ｽﾓｰﾙﾊｲﾄﾞﾛｽﾄﾘｰﾑ 

⑤ﾍﾟﾙﾄﾝ型ﾋﾟｺ水力発電機※ 

高落差少流量型 

流水利用型 

③ｵｰﾌﾟﾝｸﾛｽﾌﾛｰ水車 

※海外製品 


