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Aim for this study

• 西アフリカにおける農産廃棄物を選抜する。
• To select the suitable agricultural residue to 

utilize at West Africa

• 廃棄物利用を実施する対象国を西アフリカから選ぶ。
• To select the object countries for implementation 

to utilize agricultural residue at West Africa

• 選抜した農産廃棄物を効率よく利用できる技術開発を
行う。

• To develop the technology for efficient utilization 
of agricultural resides
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西アフリカにおける農産廃棄物の選抜
Selection of agricultural crop residues

•Species and endowments of 
agriculture crops residues
農作物残渣の種類と賦存量

•Accumulation and integration of 
the residues after food processing
食品加工後の残渣の蓄積と統合
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Cassava starch mill
at Anambra province
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The waste of cassava starch processing

SWI starch mill (Nakhon Ratchasima, Thai): 3,300ton/day, 1,100,000ton/年

Capacity:     200ton/day
40,000ton/year 



Peel &chop

Dry 

Cassava tuber 1.0t

Washing & precipitation 

Separation 

Starch
Commercial starch

Peel 
250-300 kg

Cassava 
pulp

400 kg 

Waste 
water
8 m3
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Starch 
Precipitation

Cassava pulp
in supernatant

Decantation(傾斜法）

Cassava pulp 
キャッサバパルプ

Waste water 
Waste water

Waste water
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Decantation 

Decantation 

Separation of starch and cassava pulp
デンプンとキャッサバパルプの分離の仕方



Fiber and others
24% 

Starch 76% 

Cassava pulp in Nigeria has higher starch content than 
ones in Thailand キャッサバパルプは高いデンプン含量
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Cassava pulp in Nigeria 

Cassava pulp is the attractive as unusable resource 
for bioethanol production   
キャッサバパルプは魅力的な未利用材料



選抜した農産廃棄物からの変換技術の選抜

• エタノール発酵、バイオガス、改良かまど、
熱伝併給から、変換技術を選抜。

• どのエネルギー変換技術が持続可能性かどう
か総合的に判断。
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バイオエタ
ノール

バイオガス

改良かまど

CHP(熱伝併
給）

ステークホルダーによるフィードストック・変換技術別の
持続可能性評価ツール(井上泰子氏ファイルから）

ナイジェリア・キャッサバ生産地域 A

水資源利用と効率

土地利用変化

食料供給と価格

雇用機会

生産性

インフラとロジス
ティクス

４技術 ６指標

国政担当者

地方行政担当者

民間事業者

金融業者

市民団体
（NGO）

農家（原料）

工場（原料）

研究者

持続可能性
指標で測る
と重要性は
何点？

社
会

経
済

環
境

※技術、指標は、現地の専門家、エネルギー専門家（IRENA）、農業専門家の意見を踏まえて選定

女
性
・
男
性
別

８ステークホルダー

２９年度
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ナイジェリアのキャッサバ生産地域を対象とし、８種のステークホルダー244名を対象として、ナイジェリア大学の専門家や、やIRENAの関係者と相談して持続可能性の評価において特に重要と考えられる、環境、社会、経済から2指標づつの計６指標をバランスよくGBEPの24指標から選定し、この指標の持続可能なエネルギー開発を達成するためにそれぞれどのぐらい重要と考えるかについての評価と、4技術の一つ一つについて、それぞれの指標の達成にどれだけ貢献しうると考えるかについての評価をしてもらい、その結果を掛け合わせて評価するものです。これにより、より地域の持続可能なエネルギー開発に貢献するとステークホルダーに考えられている変換技術を選定することが可能となります。
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各エネルギー変換技術がそれぞれの持続可能性にどのぐらい貢献すると考えるかにつ
いての調査結果（第2ステップ）・ナイジェリア(井上泰子氏ファイルより引用）

バイオエ
ネルギー
変換技術

水資源利用と
効率

土地利用変
化

食料供給と
価格 雇用機会 生産性

インフラ
とロジス
ティクス

バイオエ
タノール 0.273 0.273 0.269 0.266 0.263 0.256
バイオ
ガス

0.258 0.258 0.262 0.256 0.257 0.255
改良

かまど 0.228 0.237 0.233 0.240 0.235 0.242
CHP 0.241 0.232 0.236 0.239 0.245 0.247

バイオエ
ネルギー
変換技術

水資源利用と
効率

土地利用変
化

食料供給と
価格 雇用機会 生産性

インフラ
とロジス
ティクス

バイオエ
タノール 0.269 0.268 0.265 0.261 0.258 0.253
バイオ
ガス

0.258 0.257 0.260 0.262 0.256 0.262
改良

かまど 0.228 0.230 0.235 0.236 0.239 0.243
CHP 0.244 0.245 0.241 0.241 0.247 0.242

（男性）

（女性）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
男女ともに改良かまどとCHPは低いという結果になりました。女性はバイオエタノールとバイオガスの差が少ない。インフラに関しては、バイオガスの方が配点が高かった。男、女、総合ともエタノールが水利用、土地利用変化、食料供給と価格、雇用、生産性に関して特に重要性が高いと評価されており、バイオガスが次点との結果となったが、バイオガスに関しては、女性及び総合でインフラ及びロジスティクスについてはエタノールよりも重要性が高いと評価されていることがわかった



<Thermotolerant yeast 耐熱性酵母> 

Development of the fermentable yeast in Nigeria
ナイジェリアにおける発酵酵母の開発

Collaboration with Prof. James Ogbonna (オボンナ教授）
(Department of microbiology, University of Nigeria)

<Natural resources > 

Isolation &
Identification 

1. Indigenous yeast ナイジェリア国内酵母
2. Robust yeast having stress tolerance 頑健な酵母
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Screening method of thermotolerant yeasts

Enrichment 
culture 

Incubation 
at 42ºC

Isolation of colonies 
Natural resources

Identification 
1.EtOH conc. 
2.Sugar assimilation
3. rDNA seq.

Screening in 
tubes

Best One

Comprehensive screening 



Identification of the isolations 

Budding yeast, deploid, cylindical shape,
Ascospore 5-7um 

Assimilation sugars：
Glucose, Glycerol, galactose, sucrose, 
Raffinose, tolehalose

1000 (LC2978): Saccharomyces cerevisiae

Budding yeast, depoloid, cylindical shape
10 um

Assimilation sugars: 
glucose, galactose, fluctose, sucrose  

O95, O5, O26, O27, O51, O-71: Pichia kudriavzevii
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分離株を用いたキャッサバパルプ及びキャッサバ皮
からのエタノール生産のための培養条件の最適化

(Ogbonna 教授、ナイジェリア大学）
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１．キャッサバパルプおよび皮を糖化する適切な酵素量を決めた。
Decision of appropriate enzymes amounts

２．高いエタノール生産のための窒素源を検討
Investigation of appropriate nitrogen sources for ethanol yield

３．エタノール発酵に及ぼす温度、pHを検討。
Investigation of suitable pH and temperature on ethanol production.
40℃, pH 5-6が最適。

４．平行複発酵により高いエタノール生産。
Simultaneous saccharification and fermentation



ジャーファーメンターによるキャッサバパルプの発酵

写真提供：Prof. Ogbonna 17
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ジャーファーメンター(５L)を用いたキャッサバパルプ
からのエタノール生産 (Prof. Ogbonna)
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キャッサバパルプ(NCP)とキャッサバ皮(NPP)のデンプン量
Starch content in NCP or NPP
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15.31

12.64

17.99

Nigeria CP Nigeria-Peel Ghana－CP

20%(w/v) スラリー中のデンプン含量, % 

NCP NPP

キャッサバ皮(NPP)キャッサバパルプ
(NCP)



Characterization of thermotolerant yeast: 
85-71, 1000

Saccharomyces cerevisiae: 1000 (LC269108)

Globular shape 球形
Reproduction by budding 分裂で増殖
Glucose, sucrose, galactose raffinose 

Pichia kudriavzevii : 85-71

Ovoidal shape to elongate shape 卵形、長形
Reproduction by budding 分裂で増殖
Glucose, glycerol, lactate 

10um

5um
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1: Linamarin as standard, pH 6-7 
2: Hydrolysate from other’s cassava pulp, pH 6-7
3: Hydrolysate from Nigerian cassava pulp, pH 2-3 

デンプン工場からのキャッサバパルプは酸性を示す

1 32

Cassava pulp from starch factory

21



22

キャッサバパルプ
Cassava pulp 

糖化発酵
Simultaneous 
saccharification and 
fermentation 

エタノール
Ethanol 

発酵残渣
Residues 

キャッサバパルプからのエタノール生産後の発酵残渣の利用
The residues after ethanol fermentation from cassava 

pulp is very attractive feed stock 

Fiber, Proteins, vitamins, etc. 



As nutrition supplement for dairy cattle 
乳牛への栄養サプリメントとして配合

Cassava Pulp (before fermentation)
[2.25 ± 0.08 CP; 3,568 ± 40 GE)

Fermented Cassava Pulp
[4.69 ± 0.08 CP; 3,818 ± 20 GE)

Dried Distillers Grains with Soluble
[6.81 ± 0.08 CP; 3,389 ± 10 GE)

CP:未発酵キャッサバパルプ

FCP: 発酵キャッサバパルプ

DDGS: キャッサバ発酵残渣

Making of the animal feeding from Brewer’s lees（醸造かす）, 
Concentrated protein, and Napiergrass（ネピアグラス）
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More than two kinds of products would be necessary for 
sustainable using as energy 

エネルギーとして持続的な利用のためには生産物が二つ以上必要
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Starch from cassava tuber

Cassava pulp after processing 

Saccharification and fermentation 

Ethanol
エタノール

Residues after fermentation
発酵残渣

Benefit from the products
生産物からの利益



Thank you for your attention
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Prof. Ogbonna 井上泰子氏

Dr.大前 英

Dr. Charles,
my friend

Mrs.AmaraMr. Uchenna Mr. Julius
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