気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた
社会システムの改革

中間評価

「バイオマス・ＣＯ２・熱有効利用拠点の構築」

代表機関名：豊橋技術科学大学
総括責任者名：榊 佳之
研究期間：平成 23 年度～平成 27 年度

目次
Ⅰ．研究計画の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

１．プロジェクトの目的・内容・目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

２．研究の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

３．実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

４．実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

５．地域の特性と自治体の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

６．社会システムとの関連性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

７．採択時コメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

Ⅱ．ミッションステートメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

Ⅲ．所要経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

１．プロジェクト全体の所要経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

２．研究グループ別の使用区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

Ⅳ．自己評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

１．進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

２．研究プロジェクトの有効性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

３．実施体制等の有効性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

４．実施期間終了後の継続性・発展性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

Ⅴ．研究成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

１．採択コメントへの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

２．ミッションステートメントに対する達成度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

（１）目標・計画の達成度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

（２）当初計画どおりに進捗しなかった理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

（３）研究目標の妥当性について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

３．研究成果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

（１）要素技術・システム開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

（２）社会実証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

４．各研究グループの研究成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

（１）下水汚泥の高品位肥料化の実証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

（２）バイオガスの有効利用方法開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17

（３）嫌気性消化処理により発生する CO2 を用いた次世代海藻工場の実証・・・・・・・・・

18

（４）発電時に発生する CO2 および熱を用いた太陽光型植物工場の実証・・・・・・・・・・・・

21

（５）廃棄物およびバイオマス利活用の策定と実証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

25

（６）熱エネルギー有効利活用方法の策定と実証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

29

（７）CO2 排出量低減およびカーボンオフセット事業の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

（８）事業性評価・規制の改革・各ステークホルダーとの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

37

５．実施体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

（１）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

（２）研究運営委員会等会議の開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40

（３）所要経費の使途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

41

（４）情報発信（アウトリーチ活動等）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

41

（５）研究成果の発表状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42

６．社会システムとの関連性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

（１）社会システム改革の実現性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

（２）地方公共団体と実施対象地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

（３）制度的隘路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

Ⅵ．今後の計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

47

１．実施期間終了後における取組みの継続性・発展性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

47

２．波及効果と普及発展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

47

Ⅰ．研究計画の概要
■プログラム名： 気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革
■プロジェクト名： バイオマス・CO2・熱有効利用拠点の構築
■代表機関名： 豊橋技術科学大学
■総括責任者名（役職）： 榊 佳之（学長）
■研究代表者名（所属・役職）： 大門裕之（豊橋技術科学大学・准教授）
■研究実施期間： 平成 23 年度～27 年度（5 年間）
■研究総経費： 総額 386.6 百万円
■参画機関名: 豊橋技術科学大学、フルハシ EPO（株）、名古屋大学（平成 23 年度～平成 24 年度）、
大正大学（平成 25 年度以降）、愛知県
■協力機関名: （財）名古屋産業科学研究所、（財）下水道新技術推進機構、（財）愛知水と緑の公社、
（財）海洋バイオマス推進機構、（株）小桝屋、（株）明輝クリーナー、（株）大栄製作所、（株）Ｔ.Ｍ.Ｌ.とよ
はし、（株）サイエンス・クリエイト、ティビーアール（株）、（株）サーラコーポレーション、（株）シンフォニアテ
クノロジー、（株）レミング、新東工業（株）、（農）ドリームフィールド、愛知大学地域政策学科、名古屋大
学エコトピア科学研究所、豊橋市、豊川市、新城市、蒲郡市
■社会実証対象地域名: 豊橋市（愛知県）場所は豊橋市であるが愛知県が管理し、豊橋市北部、豊川
市全域、新城市南部、蒲郡市東部の下水を広域で処理する豊川浄化センター
■プロジェクト設定項目: 持続可能な自然エネルギーシステム
1．プロジェクトの目的・内容・目標
下水処理場（豊川浄化センター）において、下水汚泥およびバイオマス（産業廃棄物および一般廃棄
物）を混合処理することにより、高品位肥料・液肥・バイオガスを製造する。さらに、バイオガスにより発電
を行い、その際に発生する CO2 と熱を、システム全体および隣接する植物工場と海藻工場に利用する。
このシステム全体を図Ⅰ-1 に示す。このように、本プロジェクトでは、各要素技術を複合化し、持続性の
高い再生可能エネルギーを効率的に利用する（トリジェネレーション）社会実証試験を行い、気候変動対
策の実証・その事業性（処理費削減）を検討し、規制等の制度的隘路（各省庁・自治体間を跨ぐ廃棄物
行政）の克服を目指す。
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図Ⅰ-1 本プロジェクトにおいて実証しようとするシステム
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2．研究の趣旨
気候変動対策として、CO2 排出量をいかに削減するか、バイオマスをいかに有効利用するか、エネル
ギーをいかに高効率で活用するかが課題となっている。さらには、気候変動が顕著になった場合でも、
持続的に食物が生産できる基礎的知見をいかに集積するかである。本プロジェクトでは、下水処理場に
おいて、これらの社会実証実験を行い、その優位性を示す。各省庁・自治体を跨いでの取組となる本プ
ログラムは、社会システム改革の具体像と可能性を示すことができる。
3．実施計画
採択後一年目には、下水汚泥処理実証試験装置を設置する。二年目には、植物工場および海藻工
場の実証試験装置を設置する。三年目からは、CO2 および熱を有効利用し、事業系一般廃棄物系生ご
みを受け入れる社会実験を始める。四年目には、各要素技術の改善を進めると共に、家庭系生ごみの
受け入れを試みるほか、事業後の継続性を確保するための取り組みを始める。実施期間中、積極的に
訪問者を受け入れ、地域住民の理解を高める。
4．実施体制
本プロジェクトの実施体制を図Ⅰ-2 に示す。豊橋技術科学大学に研究の拠点をおき、運営委員会及
び連絡会議を運営することにより、研究の方針策定及び進捗状況などの管理を効率的に進め、各参画
機関、協力機関との連携を強固なものとする。東三河地域においては、既に愛知県および豊橋市・豊川
市・新城市・蒲郡市の廃棄物と下水道担当者と有識者で構成する「豊川流域下水道バイオマス利活用
検討会議」が運営されており、地域のバイオマスを利用したエネルギー化等の検討が進められている。研
究代表者は、この検討会議の座長を務めており、情報を共有し相互の協力関係を持ちながら進めて行く
ことができると考えている。また、全機関は、愛知県内（主に東三河地域）に存在していることから、有機
的に連携して実施することが容易である。
5．地域の特性と自治体の役割
愛知県は、愛地球博や COP10 の理念を継承し、持続可能社会の構築や環境行政に力を入れてきて
いる。これまでの経緯から、循環型社会および低炭素社会を推進している地域である。また、豊橋市は全
国に先駆けた 530（ｺﾞﾐｾﾞﾛ）運動発祥の地である。このような土壌を活かして、廃棄物行政を担う環境部、
下水道事業を担う建設部は、先に示した「検討会議」等の運営を通じて地域との調整を図るとともに、事
業としての実用化の評価を行い、プロジェクトの推進を支援する。さらに各関係機関は、それぞれにメリッ
トがあり、全体が最適となるビジョンを描き、このビジョンの実現に向けて努力する。
6．社会システムとの関連性
気候変動対策として、下水汚泥を始めとする含水率の高い廃棄物系バイオマスの焼却量を低減する
ことにより温室効果ガスの排出量を削減する。さらには、処理費の低減・廃棄物処理方法の多角化・食品
リサイクル法の推進・小規模分散型電源の確保を実証し、事業性を含め社会に提示する。これにより、各
省庁・自治体を跨ぐ低炭素社会の構築に向けた制度的隘路を明確にし、社会システム改革の方向性を
共有する。
7．採択時コメント
本提案は、広域下水処理場を実証実験のフィールドとして、下水汚泥、事業系および家庭系一般廃
棄物、産業廃棄物やバイオマスを既存技術の複合化により処理し、高品位肥料、バイオガスを生産する
とともに、その際に得られる CO2 は海藻工場・植物工場の炭素源として利用し、バイオガス発電で得られ
2

る熱を場内で利活用する取組みであり高く評価できる。
実施に際しては、要素技術の開発と適用、システムの総合的採算性、気候変動に伴う災害時の対策、
他地域への普及を明確にし、地域の循環型廃棄物処理モデルとなることを期待する。
【採択条件】
制度的隘路を克服し、社会システム改革を広域的に展開するに当たって、その具体的な方策を明確
にすること。

【技術開発、実証実験の実施社会システムの構築】
（代表機関：豊橋技術科学大学）
社会実証戦略委員会
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【8】 事業性評価・規制の改革・
各ステークホルダーとの調整
【1 】 下水汚泥の高品位肥料化の実証
代表： 特任助教 熱田 洋一（豊橋技術科学大学）

愛知県
東三河建設事務所
環境部資源循環推進課
建設部下水道課

【2 】 バイオガスの有効利用方法開発
代表： 教授 松本 明彦（豊橋技術科学大学）

総括責任者
学長 榊 佳之

【3 】 嫌気性消化処理により発生するCO2を用いた
次世代海藻工場の実証
代表： 執行役員 室長 前田 雅之（フルハシＥＰＯ）
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研究代表者
准教授 大門 裕之

連絡会議

【4 】 発電時に発生するCO2および熱を用いた
太陽光型植物工場の実証
代表： 特任教授 三枝 正彦（豊橋技術科学大学）
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◆豊川市
◆新城市
◆蒲郡市

【5 】 廃棄物およびバイオマス利活用の策定と実証
代表： 准教授 岡山 朋子（大正大学）

【6 】 熱エネルギー有効利活用方法の策定と実証
代表： 教授 滝川 浩史（豊橋技術科学大学）

運営協議会

○名古屋産業科学研究所
○下水道新技術推進機構
○愛知水と緑の公社

協力

◆田原市

民間企業
財団法人

【7 】 CO2排出量低減および
カーボンオフセット事業の策定
代表： 特任研究員 蒲原 弘継（豊橋技術科学大学）

プロジェクト支援室 （豊橋技術科学大学）

図Ⅰ-2 本プロジェクトの実施体制

Ⅱ．ミッションステートメント
（1）制度的隘路の克服策
本提案プロジェクトでは、持続性の高い再生可能エネルギーを効率的に利用する社会実証試験を行
い、気候変動対策の精度およびその事業性（処理費軽減効果）を検討し、様々な制度的隘路を明確にし、
社会システム改革の方向性を共有する。各省庁の枠組みを跨ぐ研究体制によるプロジェクトであるため、
横断的に自治体間の連携を図る。これにより気候変動対策を考慮した廃棄物行政の見直しや食料自給
率の向上を図り、下水処理場において取り組むことの優位性（特に事業性）および効果を示すことで、関
連する様々な制度的隘路の克服を目指す。
（2）年次計画、三年目における達成目標、実施期間終了時における成果と到達レベル
採択後一年目には、下水汚泥処理実証試験装置を設置する。二年目には、植物工場および海藻工
場の実証試験装置を設置する。三年目からは、CO2 および熱を有効利用し、産業廃棄物および事業系
一般廃棄物やバイオマスを受入れる実証試験を始める。それぞれ、三年目の達成目標として、含有率
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20％リン肥料（市場品相当）の製造、10 アール当たり年間 30 トンのトマトを製造し、通常より 4 倍多い海藻
の生産を目指す。CO2 排出量削減効果を評価し、事業性の見通しを付ける。四年目には、各要素技術
の改善を進めると共に、家庭ゴミの受け入れを試みる。同時に、事業後の継続性を確保するための取り
組みを始める。
（3）実施期間終了後の取組
実施期間終了後には、気候変動対策の一環として、CO2 排出量低減、分散型小規模電源の確保、食
品自給率の向上、廃棄物の広域処理およびバイオマス利活用の優位性、総合的な事業性のメリット、さ
らに、各省庁および各行政区域を跨ぐ取り組みの重要性をデモンストレーションすることにより、地域から
賛同が得られる新しい文化を例示し、政策へも反映させる活動を進める。愛知県、各市、各研究者とも、
それぞれの将来構想があり、総合的な取り組みとして本プロジェクトの全てを継続することができなくとも、
各要素事業が継続する可能性は、非常に高いものである。特に、下水汚泥の処理および地域バイオマ
スの利活用は、地域が抱える大きな課題の一つとなっているため、この事業により得られた知見は引き続
き事業を展開していく上で検討を行うに当たって活用が可能である。
（4）波及効果・普及展開
下水汚泥の処理、リン資源の回収、廃棄物処理およびバイオマスの有効利用、食品国内自給率の向
上、CO2 排出量低減対策、小規模分散型独自エネルギーの確保、自治体経営のあり方は、全ての地域
で課題となっていることである。よって、これらを解決できる一つのモデルの提示ができ、各省庁間、各自
治体間で連携して制度的隘路の克服を目指すこの取り組みは、他地域の大きな励みになり先行事例と
なる。
下水処理の活用が可能であり、一般廃棄物焼却炉の更新を検討しようとしている地域において普及展
開が見込まれる。また、関係学術学会に積極的に情報を発信するなどして、全国規模での普及展開に
取り組む。
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Ⅲ．所要経費
1． プロジェクト全体の所要経費
（単位：百万円）
補助対象経費

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

備考

1．設備備品費

54.6

122.1

83.7

30.0

30.0

2．人件費

9.7

30.0

40.4

30.0

30.0

（1）事業担当職員

8.5

27.6

31.7

（5 名）

（7 名）

（7 名）

1.2

2.4

8.7

（5 名）

（9 名）

（9 名）

3．事業実施費

7.5

16.1

22.5

30.0

30.0

（1）消耗品費

6.2

10.2

13.4

（2）旅費

1.1

2.1

2.5

（3）その他

0.2

3.8

6.6

計

71.8

168.2

146.6

90.0

80.0

総計 556.6

(内、自己資金)

（0.8）

（1.1）

（7.0）

（2.0）

（2.0）

（12.9）

補助対象外経費

0.0

0.0

0.0

0.0

（2）補助者

0.0

総計 0.0

2．研究グループ別の使用区分
補助対象経費（単位：百万円）
（1）
設備備品費

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

合計

156.8

0.0

39.8

50.2

0.0

13.6

0.0

0.0

260.4

人件費

30.8

0.0

15.6

20.6

0.8

0.0

12.3

0.0

80.1

事業実施費

18.4

5.1

4.4

10.8

4.9

1.3

1.2

0.0

46.1

206.0

5.1

59.8

81.6

5.7

14.9

13.5

0.0

386.6

計

※設備備品費の内訳（購入金額 5 百万円以上の高額な設備備品の購入状況を記載ください）
【設備備品名：購入期日、購入金額、設備備品を購入した研究グループ】
① ステンレス消化槽：2012 年 3 月、14.6 百万円、研究グループ 1
② グリーンハウス：2012 年 11 月、11.9 百万円、研究グループ 4
③ 水熱反応システム：2013 年 1 月、59.9 百万円、研究グループ 1
④ 海藻培養システム：2013 年 3 月、 25.9 百万円、研究グループ 3
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Ⅳ．自己評価
1．進捗状況
現時点での本プロジェクトの進捗状況は、ほぼ計画通りである。また、他の地域への展開についても、
既に成果を出しつつある。この順調なプロジェクトの進行は、後述する異なる組織間、技術間、知識など
の協働が生み出したシナジー効果（相乗効果）によるものと考えている。さらに、参画機関である愛知県
や他の協力機関の推進体制が整っていることや、他の外部資金を獲得することができたことも大きい。
プロジェクト全体の構想は、愛知県の政策および活動と大きく合致している。例えば、現知事のマニュ
フェストは、バイオマス利活用促進、植物工場の推進、地域活性化等である。また、豊川浄化センターを
管理している愛知県東三河建設事務所は、再生可能エネルギーや遊休地の有効利用を通じたプレゼン
スの向上を模索している。本プロジェクトの採択後には、外部資金の獲得を通じた検討を行い、さらに、
現在、協力企業の主導による事業化に向けた取り組みを進めている。加えて、愛知県建設部下水道課
では、豊川浄化センターにおける嫌気性消化槽の再稼働に向けた具体的な検討を確実に進めている。
さらに、愛知県環境部資源循環課が目指しているのは循環型社会の構築である。したがって、本プロジ
ェクトにおける愛知県との協働により、これらの活動の活性化および社会システム改革に向けた確実な取
り組みが行えている。
協力企業においても、本プロジェクトを通じて技術の開発や信頼性向上、実証試験を積極的に行い、
事業化を見据えた取り組みを行っている。本プロジェクトの事業コンセプトである既存技術の複合化・パッ
ケージ化は、技術プロセスの連動により、気候変動対策および事業性の向上が期待できる。このことから、
各協力企業は、地域の循環型廃棄物処理モデル形成の取組みを国内外に普及させる展開を積極的に
進めている。
協力機関である各市の行政機関においては、下水処理および下水汚泥処理、廃棄物処理計画を見
直す時期にあり、各市とも本プロジェクトの部会を通じて意見交換が行えている。愛知県においてその政
策に合致する部分が多く、一部は実際に政策に活かされることは前述した。
豊橋技術科学大学が中心となっている本プロジェクトの研究体制においては、各研究機関含め、総じ
て若手主体の研究体制を取っている。そのため、絶えず新しいことへ挑戦し、異分野の情報を共有し集
約している。こうした取り組みは、異分野協働の学際的な研究成果につながる。
平成 25 年秋（採択を受け、実質 2 年を経た時点）には、計画どおりシステム全体が完成することから
（図Ⅳ-1 参照）、引き続き実証試験を進めていくことで、先導的モデルの一つとして国内外に研究成果を
発信していく。このことで、制度的隘路の整理と克服に結び付けることができ、他の地域における新しい
社会システム構築の一助となる。本プロジェクトで実施している様々な連携を進めることによる新たな社会
システムの構築は、ソーシャルキャピタルの醸成による循環型社会、環境ガバナンスの構築に他ならない。
今後、本システムが普及していくことにより、各地域で気候変動に対応した新たな社会システムの形成が
実現していくものと考える。
このようなことから、特に、本プロジェクトで取り組んでいるシステムの社会実装は開発途上国に対し先
導的事例として紹介することができる。日本の技術力とともに、環境への取り組みに対する高い理念と文
化を示すことで、開発途上国における日本の信頼とプレゼンスを向上させることができるものと考えている。
プロジェクト期間終了後には、アジア地域での持続可能な開発および国際連携に寄与することを目指す
ものであり、その進捗状況も順調であると自己評価している。
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養殖設備(平成24年度～) 嫌気性消化設備(平成23年度～)

4～5アール

野菜栽培温室設備
(平成24年度～)

再利用水
施設

5アール

管理棟

水熱反応設備
(平成24年度～)

発電設備
(平成25年度中)

ガス精製･CO2溶解設備
(平成25年度中)

試験農場
(平成24年度～)

吸引通気式堆肥発酵槽
簡易スクラバ
吸引通気式堆肥化設備
臭気拡散を1/10～
(平成25年度中)
1/100に低減

外気導入

数万ppmのアンモニアガス
を捕集。液体肥料に変換

吸引用ブロア
堆肥原料

発酵ガス吸引口

薬液循環
ポンプ

薬液槽

図Ⅳ-1 豊川浄化センターに設置しているシステム全体の配置と稼働状況
2．研究プロジェクトの有効性
2.1 プロジェクトの研究目標
気候変動に伴い、水不足や海洋変動に伴う食糧問題、エネルギーの需要増大に伴う化石資源の価
格上昇、災害に伴う停電などが想定される。図Ⅰ-1 に示した本プロジェクトにおいて実証するシステムに
おいては、グリーンハウスにおける再生水の利用や他の再生可能エネルギーとの連携など、これらの気
候変動の影響に対応する技術システムに関する実証や研究が提案時の内容に加えて行えてきている。
このように、単に温室効果ガス排出量を削減するのみならず、上述した気候変動に伴う影響を緩和し、適
応する方策の実証研究が行えている。
一方、各省庁・自治体を跨いでの取組となる本プロジェクトは、新たな「連携」を必然とし、下水処理場
の潜在的可能性を有効利用し下水処理場を食料生産工場にするという新たな「パラダイム」の下、制度
的隘路の克服を含めた社会システム改革の具体像を示し、他地域への展開を目指す取り組みである。こ
の連携を促進させるために、本プロジェクトは、4 つの市が関与し、愛知県が統括する広域下水処理場
（国土交通省の管轄）を実証実験のフィールドとして廃棄物系バイオマスのうち下水処理場から発生する
下水汚泥に加えて生ごみなど（環境省の管轄）を持ち込み、処理後に得られるＣＯ2 および排熱を利用し
トマトや海藻を生産（農林水産省の管轄）する。具体的な成果として、植物工場のトマト収穫を記念する
式典が行えたことにより、それ以降、関連企業や他の自治体からの問い合わせが相次いでいる。このよう
に、先導的先行事例、すなわち、前例を示し、実際に現場で実証し社会にアピールし実績を増すことで、
これまでの単に廃棄物を適正に処理するというパラダイムから脱却した新たな公共施設としての行政サ
ービスの普及が行え、さらに、国際社会に誇れる日本の技術文化を海外に発信することで日本の存在感
を高め、我が国の持続性向上に貢献できると期待している。
2.2 要素技術・システム開発の内容
各要素技術（図Ⅰ-1 参照）について、既に個々では多くの実証試験が行われており、それぞれが単
独で活用が可能なものである。実用化されているものもあるが、複合化し、パッケージ化した事業が実際
の現場で行われていなかった。これまで、概念やイメージはあったものの、実際に現場で実証する本プロ
ジェクトは、行政や市民、国内外の研究者や関係者に対し非常に有効な知見を提供するものである。下
水汚泥を含む様々なバイオマスは、国内外を問わず利用することができ、また、その処理が課題となって
いる地域が、多く存在している。一方、当該研究プロジェクトで用いられている要素技術は、決して特殊
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で高度なものではなくどこの地域でも、どこの企業でも取り組むことができるものばかりである。したがって、
そのパッケージ化も本プロジェクトによって有用性が実証された場合には、パッケージの水平展開も可能
である。
2.3 社会実証の内容
本プロジェクトで対象としているのは、4 つの市の下水を処理する広域下水処理場である。下水汚泥以
外の様々なバイオマスを利用するにあたり、こうした市町村との連携は必要不可欠である。加えて、要素
技術の応用や連結には企業の協力と異なる学問分野の共同なくしては行えないものである。さらに、周
辺住民のプロジェクトに対する理解に加え、試験的に家庭からの生ごみを収集する場合においても市民
の協力が必要となる。そして、この事業を環境観光資源と捉え、社会へのアピールと共に、多くの人に見
学に来てもらえる体制を整えている。このようなことから、本プロジェクトでは、産学官民・農商工観の連携
を目指し、図Ⅰ-2 に示した実施体制が実際に着実に機能している。また、当プロジェクトでは実際に地
域社会と連携し、地域組織（自治会）、市民団体、一般廃棄物処理事業者、豊橋市および愛知県といっ
たステークホルダーの協働による、社会実験（生ごみ分別モデル収集）を実施する。実際に地域のステ
ークホルダーの参加を得て行われる社会実験であり、この社会実験から得られた情報や結果を公表は、
当プロジェクトの目標達成に資するものである。また、この社会実験の場（ステークホルダー会議、市民部
会）は、気候変動に伴う災害時の対策も現場で検討し、遊休地の多い下水処理場の有効利用方法の検
討や、下水処理場で生産された農作物の流通などの検討の場にも活かすことができている。これは市民
参加型会議によるソーシャルキャピタル醸成モデルでもあり、社会的価値が認められる。
2.4 制度的隘路の抽出と克服
当該研究プロジェクトを進めることで、様々な制度的隘路を抽出ことができる。さらに、それを克服する
ためには、具体的に成果（新しい社会システム）を実証して示すことが肝要となる。特に、本プロジェクトが
関係する制度的隘路は、廃棄物処理分野に多くの制度的隘路が存在する。国内においては、廃棄物処
理法における廃棄物の区分については見直しを求める意見が多い。今後はその議論に有用な知見を提
供していくことが求められる。また、国外において同様の隘路はほとんど存在しない国もあり、本プロジェ
クトのスムーズな海外展開が行える可能性は高い。
3．実施体制等の有効性
3.1 研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
研究メンバーの大半が、研究代表者の所属する豊橋技術科学大学の研究者と近隣にある協力企業
であるため、地域との密接な連携が構築されており、実施体制の有効性は高いと判断できる。豊橋技術
科学大学内の各研究グループでは、主に助教・博士研究員が主体的に研究活動を行っている。同大学
内の教員はスーパーバイザーとして適宜アドバイス等行っている。また、プロジェクト全体をコーディネー
トし、研究代表者の補助を行う特任助教を配したことから研究プロジェクトを効率的に進めることができて
いる。さらに、行政など大学外組織の窓口を担当する博士研究員を配し、高い機動力をもって、機関およ
びグループ間の連携を深めている。
3.2 運営委員会等
これまでに、運営委員会を準備会含め 3 回、運営協議会 1 回を開催している。運営委員会では、地元
産官学の代表者に対し、研究プロジェクトの進捗状況を報告し、問題点等を共有し、その解決方法を探
っている。加えて、研究計画の確認を行い事業運営が適正に進められているかを確認している。運営協
議会では、外部評価委員により主に技術開発に対する助言や指導を得ている。
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さらに、各研究グループにおいては、嫌気性消化・堆肥化部会、農業部会、海藻部会、行政部会、市
民部会を適宜、開催している。このように、当該研究プロジェクトにおける技術開発は、幅広い分野に亘
っているためさらに、複数の協力機関が複数の技術開発に取り組んでいるため各研究グループに部会と
して、それぞれで開催し、関係者全員での情報の共有を進める場を設けている。各部会の参加率は高く、
効率的な開催が行われている。
3.3 所要経費の使途
社会実証、特に現場においてシステムを構築し、モデルの有効性を示すことが目的であることから経
費のほとんどが、実証実験設備の設置と人件費である。これらは、ほぼ計画どおりに執行されている。豊
橋技術科学大学からの資金協力、参画企業との共同研究、他の外部資金の活用により交付経費以上の
成果を挙げることができている。
3.4 情報発信
採択当時より、新聞、講演会、展示会などで積極的に研究プロジェクトに関する情報発信を行ってきて
いる。また、メディアリリース、学会発表および学会誌論文発表、講演会活動を実施している。これらのプ
ロジェクトの進捗状況は、ホームページでの公開に加え、毎月の進捗状況を関係者全員にメールで月報
として送っている。これまでは、社会実証のための基礎づくりに専念をしていたことから、学術論文の投稿
には至っていないものの、その準備には取り組み始めている。
一方、実証現場への訪問者や見学者も積極的に受け入れプロジェクトの紹介とともに、情報交換を行
っている。植物工場にてトマトの初穫り時期に合わせ式典を開催し、愛知県知事を招待し、県議会議員
を含め 130 名以上を集め、テレビ 4 社、新聞社 3 社により情報発信が行われた。また、地元の FM ラジオ
にてこの式典の開催を事前に広報することができた。今後も、各要素技術が本格稼働に至った際には、
順次、その情報発信を行っていく体制を整えている。さらに、全体のシステムが完成する平成 25 年の秋
以降には、シンポジウムの開催を予定し、さらなる情報発信を計画している。今後も、各メディア、学会、
地元商工会議所、旅行会社等とも密接な関係を維持、発展させながら情報発信を継続して行う。
4．実施期間終了後の継続性・発展性
4.1 実施体制
申請時からプロジェクト期間終了時に現在の実施体制の全てが継続的に維持されることはないことを
明記している。実施分野が広範囲に亘っていることから、対象地域あるいは処理対象とするバイオマス、
課題に対し、適宜、体制が組まれ研究プロジェクトのコンセプト（既存技術の複合化・人材育成を含めた
パッケージ戦略）が引き継がれ発展していくものである。
4.2 資金計画
本プロジェクトのコンセプトおよび実施体制に基づき、採択時より継続して外部資金の導入を試み獲得
をしてきている。協力機関は、それぞれで将来計画とともに資金計画を作成している。
4.3 成果の活用・展開（政策への反映）
愛知県は、研究プロジェクトで得られる様々な研究結果を活かし、政策へ反映させることを念頭にこの
研究プロジェクトに参画し積極的に活動をしている。現在、豊川浄化センターにあるメタン発酵システム
の運転再開が PFI 事業として実施されることが決定している。将来的には、様々なバイオマスを引き受け
る可能性もある。また、実証現場にある遊休地の有効利用に向けて、この研究プロジェクトの市民部会と
ともに検討を進めている。このように、実証試験を現場で行うことで、制度的隘路の整理と克服が進み、政
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策への反映が進むものと考えている。
国内外の他地域への展開等を考えた場合、計画と実態との差が生じることに対応できることが事業の
継続性にたいして重要である。当該事業については、年間を通し、安定的に発生する下水汚泥の処理
を念頭においている。年間を通して、発生量や質が変化するものの、その変化について下水処理場では、
多くのデータを有していることからこれに対応が比較的容易である。また、ウェットバイオマスを移送し、浄
化センターへ持ち込んだ場合、季節変動は当然あるものの、下水汚泥発生量を考えると、その変動も問
題にならないと考えている。つまり、原料が安定的に大量に存在する下水汚泥をベースとしているために
設備の安定性が確保しやすい。季節変動においては、堆肥化装置、植物工場、海藻工場に対し、重要
となるファクターであるため、今回の実証試験にて、各データを得る。尚、コスト面を重視し、化石燃料を
用いた焼却処理が許される社会が到来した場合、このシステムの持続性がかなり低くなる。また、電力の
固定買取制度のような促進策のみに頼った計画とならないように気を付ける必要があると考える。
4.4 波及効果
各ユニットは、単独で、それぞれが活用されるものであるが、複合的に利用することでさらなるメリットを
得ることができると考えている。よって、まずは、各ユニットでの有効性を示すべきであると考えている。下
水汚泥とウェットバイオマスの混合処理の有効性は既に、他地域でも示されてきているが、当該事業にお
いてもその優位性を示す。吸引通気式堆肥化装置は、家畜糞尿以外での応用がないため、その可能性
を示す。バイオガス発電と植物工場の組み合わせ、バイオガスと海藻工場の組み合わせは、いずれも国
内初の取り組みであるためその実証試験は、今後に役立つ情報を提供ができるものと考えている。すな
わち、この現在の組み合わせが全てではなく、その国、地域、文化、ニーズや課題に合わせ、どの様に
でもシステムの計画を立てることができ、枠組みも多様となる。現在は、下水処理場の利活用を念頭にお
いているが、それ以外では、現在までに得られている知見を基に、バイオマスの処理、メタン発酵システ
ム、植物工場、営農のシステムをパッケージ化し、国内外で展開を計画し、進めている。
また採択時から行っている情報発信により、そして、協力機関の精力的な活動により、既に、国内外に、
この波及効果があると評価ができる。実際に、本プロジェクトのコンセプトを基に、事業化に近いものから
案件形成や調査を進めている取り組みが複数ある。既存技術の複合化、下水処理場の有効利用は、こ
の研究プロジェクトの実施によってより一層、進むと考えられる。特に、下水処理場は迷惑施設として、こ
れまであまり注目されてきていなかったが、気候変動対策の拠点としての下水処理場の優位性・有効性
を示すこの研究プロジェクトの波及効果は、非常に大きく発展していくものと期待することができる。その
際、制度的隘路の検討および政策への反映は避けて通れないことになる。また、これを基に、開発途上
国へも研究プロジェクトの実質的な事業化が可能な技術パッケージを計画・展開すると同時に、バイオマ
ス利活用を含め廃棄物に対する日本の高い理念が継承され日本自身のプレゼンスを向上させることが
でき、強いては日本と諸外国の関係の持続性を高めるなどの波及効果が期待できる。
Ⅴ．研究成果
1．採択コメントへの対応
以下に示す項目について明確にするようにコメントがあった。
(1) 要素技術の開発と適用
個々の要素技術は既に開発されたものであり、今回は、現場に実際に適用し、さらに、スケールを大き
くしたものの実証試験となる。下水消化処理槽、海藻工場、植物工場とも、様々な条件下で比較が出来
るように対象区（システムを並列し設置）が設けられていることから、多くのデータを取得することができ、
実証試験としての優位性を確保することができている。現場で実際に生産されたバイオガスを精製する
装置、そのバイオガスから得られる CO2 を、直接、海藻工場および植物工場に利用の消化液への応用、
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高濃度下水汚泥の水熱前処理など、いずれも国内発の取り組みであり、事業性の評価と共に、今後の二
年間で、国内外に向けての情報発信基地となり当該研究プロジェクトのプレゼンスを上げ、他地域のあら
ゆる場面に対して波及効果が見込めることと考えている。
(2) システムの総合的採算性
下水汚泥および含水率の高いバイオマスの現在あるいは将来の処理費に対し、各要素技術の民営化、
バイオガス発電による固定価格買取制度による売電、肥料の商品化、トマトや海藻の販売により、システ
ム全体の総合的採算性を検討する。将来的には、広域で行う含水率の高いバイオマス処理を含む一般
廃棄物用焼却炉のダウンサイズが見込める。加えて、他の下水処理場で排出される高濃度下水汚泥の
融通処理（受入れ）が可能となり、遊休地の有効利用、新産業創出、雇用促進などが考えられ、システム
全体ではなく、地域全体の採算性を検討することを念頭においている。
(3) 気候変動に伴う災害時の対策
災害時に向けて、下水処理場では、最低限の電力を確保するため小型独自電源の設置が重要となる。
さらに、腐敗が比較的早く、様々な問題を発生させる含水率の高いウェットバイオマスの処理が重要とな
る。しかしながら、これまで、こうしたウェットバイオマス処理の主流である焼却は、化石燃料や電力に依存
している。したがって、これらの問題を解決できるものが、嫌気性消化処理によるバイオガス発電である。
これは、既に、PFI による事業化として、嫌気性消化処理システムの再稼働に向けた取り組みを愛知県で
は進めている。
(4) 他地域への普及
先導的循環型廃棄物処理モデルとして、国内外に情報発信を行い多くの関係者に実証現場を訪問し
てもらい、意見交換を行う。情報は全てを公開し、本システムの要素技術の中からその地域に適合した組
み合わせ（パッケージ）を提案し普及の支援を行っていく。したがって、下水処理場以外の他のバイオマ
ス利用に対しても提案可能である。この研究プロジェクトの取り組みやコンセプトは、実際に現場で実証
試験を行い示しているため他地域に対しては強い刺激となることから国内では下水処理場の見直しと共
に、廃棄物処理、循環型社会の在り方、新しい社会システム構築の議論が巻き起こるものと期待すること
ができる。
(5) 制度的隘路を克服し、社会システム改革を広域的に展開する具体的な方策
実証試験により、事業性および優位性などを幅広く示していくことによりこの取り組みによる様々な波及
効果を勘案することで、目指すべき新しい社会システムの構築が議論され、それに付随する制度的隘路
が克服していくものと考えている。実証試験を先導的に進めることにより、前例を作り続け国内に限らず、
海外も含めて、この研究プロジェクトの可能性を示していく。具体的には、あらゆる方法で、この研究プロ
ジェクトを広報し、まずは国内外に周知することを考えている。
2．ミッションステートメントに対する達成度
（1） 目標・計画の達成度
計画どおりに研究プロジェクトを進行させており、ほぼ達成できているものと判断している。二年目終了
時には、メタン発酵装置、植物工場および海藻工場が実証試験現場に設置され、現在（三年目前半）は、
それぞれ単独ながら稼働し研究を進めることができている。
各要素技術に課せられた目標の達成度について、現段階の状況を下記にまとめた。
水熱処理-メタン発酵-堆肥化
小型ではあるが、堆肥化装置を手造りし、実際の消化汚泥を用いて試験を行ったところ、堆肥化温度
70℃以上が 2 週間以上継続しており、目標達成に向けて順調に推移していると考えられる。秋に吸引通
気式の堆肥化実証装置が完成する予定である。
海藻工場
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装置の設置および試運転が済んだところである。現在、試運転により明らかとなった改善点(温調や撹
拌等)について調整を順次行いながら培養試験を行っている。
植物工場
1 回目の栽培が順調に終了したところである。現在、収量等に関してデータを集計中であるが、CO2
を施用した試験区において、施用していない区に比べ収量が 30％増加した。
秋ごろには、廃 CO2 や排熱を利用し、システム全体を完成させることができる予定である。そして、三
年目の年度末には、研究プロジェクト開始当初から計画をしている達成目標に到達できる見込みである。
一方、このモデルを広く公開し、事業性を含めて検討をしていくことで制度的な隘路が整理され克服して
いけるものと考えている。そのためには、引き続き、行政および市民と共に、情報交換を密に行っていく。
特筆すべきは、国内外の地域への波及効果が出始めていることからその点に関しては、目標・計画以
上の達成度が得ることができている。
（2）当初計画どおりに進捗しなかった理由
設備の設置等においては、会計上の問題および実証現場設置場所の選定などで計画が若干遅れた
ことはあったが、現在までは、当初計画どおりに進捗していると考えている。
実証試験においては、実際の設備より規模が小さい試験であることから、原料となる下水汚泥の質の
変化に関する影響は大きいため、当初想定した以上に対策が必要であったが、大きな計画の遅れには
至っていない。
（3）研究目標の妥当性について
三年目の目標としては、二年末に設備を導入し、ほぼ一年で達成ができる内容としている。これは、要
素技術が試験レベルでは開発されているものの研究メンバーは、下水汚泥からの肥料、植物工場でのト
マトづくり海藻工場での海藻づくりを実証試験レベルで行った経験がないためあらかじめ目標を低めに
設定していたためである。現在、肥料化およびトマトづくりの予備試験が順調に進んでいることから三年
目の目標を達成できる状況にある。尚、海藻工場においては、ラボベースでの知見を集積しており一般
的な海藻より生育が早い海藻を選定したため、三年目の目標には到達できるものと考えている。今後は、
それぞれの目標のさらに高い数値を目指すことを念頭に、残り二年間の実証試験において、設備を高度
化する。同時に、事業性の評価を総合的に行っていく。事業終了後の五年目末に向けては、これからの
二年間で、実証試験を進めると同時に、先導的モデル事業として広く情報公開し、国内外の他地域への
波及効果を意識し普及展開に取り組むことは、この研究プロジェクトの研究目標として妥当であり、現在、
既にそれを順調に進めることができている。
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3．研究成果の概要
（1）要素技術・システム開発
採択時より、各要素技術（水熱反応、メタン発酵、バイオガス精製、吸引式堆肥化、トマトおよび海藻生
産）をラボベースで試験を継続して行い基礎的知見を集積してきている。同時に、各実証試験装置の設
計および設置を二年目終了時までに終え、現在は、実証試験を現場にて行っている。25 年度の秋頃に
は、全ての要素技術を連結させシステム全体の完成を目指す。メタン発酵装置自体は、通常の技術では
あるが、他の要素技術における特筆すべき点（オリジナリティーの高い点）としては、下記のとおりであり、
今後、二年半の実証試験により成果を取り纏める。
 高濃度汚泥を処理することができる水熱反応装置
 消化液肥料化に向けた吸引式堆肥化装置の応用
 バイオガス精製への高濃度酸素溶解装置の応用
 バイオガスエンジンから排出する CO2 および再生水を利用した植物工場
 バイオガスを精製した際に得られる CO2 溶解水を用いた海藻工場
（2）社会実証
各要素技術からなるシステム全体として、この先導的モデルを実証現場で視察できるところは国内外
でも珍しい試みとなり、本プロジェクトでは、これを「豊川バイオマスパーク」として命名し、広報活動に励
んでいる。一方、浄化センター（バイオガス・太陽光・風力発電の連携）および周辺の工業団地（屋根で
の太陽光発電）におけるエネルギー基地としての調査や災害時での対応を含めたヒアリング調査や意見
交換等を進めている。 さらに、市民と連携し、実際に家庭から排出されている廃棄物を収集し、組成調
査（平成 25 年度）を行う。さらに、その廃棄物をメタン発酵装置に投入し、下水汚泥と共に、発酵させバイ
オガスを生産する（平成 26 年度）。そして、その効果を示すと共に、事業性の評価を行うことを計画してい
る。現在は、それに向けた組織づくりができており（平成 24 年度末）、事業の説明を行い、さらに、廃棄物
の分別・収集・運搬方法の議論を市民（周辺町内会代表）、行政、廃棄物収集業者、大学とで月に一度、
意見交換を行っている。今後は、この試みと成果を、地域の廃棄物処理に関する政策に活かしていく予
定である。この様に、実証現場にて先導的モデルの効果や成果を市民や行政に示し、今後の政策に、こ
れらの知見を活かし、新しい社会システムの創造に繋げることを念頭に、現在は、セミナーでの講演をは
じめ、新聞、ラジオ、テレビを通して広報活動に力を入れている。
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4．各研究グループ（サブテーマ）の研究成果
（1）下水汚泥の高品位肥料化の実証
・グループリーダー
熱田 洋一 (豊橋技術科学大学 特任助教)
・参画機関、協力機関
参画機関：豊橋技術科学大学
協力機関：株式会社 小桝屋、株式会社 明輝クリーナー、新東工業 株式会社
・目標
1) 水熱反応、嫌気性消化、消化液固液分離、肥料化の各設備設計と実証運転の実施
2) 消化汚泥から市販化学肥料と同程度(20％－全リン)の肥料を製造する。
・成果
本グループでは、図 V-4-(１)-1 に示すように、
水熱処理、嫌気性消化、肥料化(好気処理)のプ
ロセスにより、従来の下水汚泥肥料と比較して、
高品位の肥料を製造することが最大の目標であ
る。また、本プロセスがエネルギー収支的に成立
することも本試験では重要な要素となる。そのた
めには、できる限り含水率が低い原料を取り扱う
必要がある。含水率が低い原料を取り扱えば、
水熱反応に必要な加熱エネルギーが少なくなり、
さらに、嫌気性消化での原料濃度が高くなる。
図 V-4-(1)-１

よって、プロセス全体での効率向上が期待で
きる。
図 V-4-(1)-2 に本グループに関連する実
証設備の一部を示す。

図 V-4-(1)-2 グループ 1 に関連する実証設備の一部
(左；水熱反応槽(内容積 0.5m3、処理可能量 0.25 m3))
(右；嫌気性消化槽(内容積約 3m3、処理可能量 2 m3×2 基))
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グループ概要

水熱反応の導入効果として、一般的に言われてい
る効果として、水熱加水分解等での有機物の低分子
化による生分解性向上効果があげられる。ラボスケー
ルでの下水汚泥の水熱処理(間接加熱式)の実験に
より、水熱反応の加水分解能等による低分子化に関
する検討を行った。図 V-4-(1)-3 に示すように汚泥の
可溶化が促進されることが確認された。また、実証試
験機(直接蒸気吹き込み加熱式、平成 25 年 1 月設
置)を用いて実験した結果、反応温度 160～180℃、
反応時間 60 分、汚泥濃度 22％-TS の条件で、溶存
態有機炭素の割合は 58％であった。よって、今回設
置した水熱処理実証装置は、高濃度汚泥をラボスケ
ール実験と同様に可溶化できる。これにより、嫌気性
消化における生分解性の向上効果が期待できる。
嫌気性消化処理において、一般的に取り扱う原料

図 V-4-(1)-3 ラボスケールでの下水汚泥の水
熱処理実験における全有機炭素に占める溶存
態有機炭素の割合の変化(TS: Total solids、全
固形物)
表 V-4-(1)-1 各水熱処理条件における下水汚
泥試料の粘度

の濃度は、5％-TS 程度である。その原因の一つとし
て、汚泥の粘度が高くなることがあげられる。汚泥の
粘度が高い場合、円滑なポンプ移送および消化槽に
おける撹拌などが困難となる。ここでは、水熱処理に
よる粘度の低減効果を確認した。表 V-4-(1)-1 に各
水熱処理条件における下水汚泥試料の粘度を示す。
反応温度 180℃の水熱処理により、ケーキ状の脱水汚泥(含水率約 78％)の粘度が加水なしでもポンプ
移送が可能な粘度(約 10[Pa・s]以下)にまで低下していた。これにより、従来までは取り扱いが困難であっ
た脱水下水汚泥(脱水ケーキ)も原料として取り扱うことが容易となることが示された。
豊川浄化センターに設置した嫌気性消化設備における実験結果について、図 V-4-(1)-4 に平成 24 年
度に実施した実証試験におけるガス発生量を、図 V-4-（1）-5 に月平均の VS 分解率を示す。投入した
原料は、最初沈澱池からの汚泥(生汚泥)である。2 月以降からは、水熱処理設備の設置に伴い、上述の
ラボ実験で取り扱ったものと同様の脱水下水汚泥(脱水ケーキ)を水熱処理したものを１週間で 5％程度
の割合で混合率を上昇させていった。発酵温度が高温(55℃)より、中温(38℃)条件における嫌気性消化
の方がバイオガスの発生量が多い。中温発酵に比べ高温発酵は、一般的に高負荷運転に耐えることが
できる反面、安定性が低く有機酸が蓄積しやすい特徴がある。本設備においては、豊川浄化センター内
の汚泥処理施設から、生汚泥等の原料をトラック輸送により調達しており、そのサンプリングのタイミング
で生汚泥中の原料濃度が変動する。できる限り調整してサンプリングするようにここ掛けているが、その変
動幅は、2～4％-TS にも及ぶ。そのため、高温発酵では、この変動に耐えることができずに、有機酸が蓄
積して分解率等が低下したと考えられる。このことは、図 V-4-(１)-6 および図 V-4-(１)-7 の有機酸濃度の
変化からもわかる。実際の大規模な嫌気性消化設備では、時間および日変動の影響は、平均化されて
影響を受けにくいため、このような心配は少ないと考えられる。一方、中温発酵では、運転開始後、有機
酸、特に、プロピオン酸の蓄積が見られたが、重曹等の添加による pH 調整や負荷調整などを行ったこと
により、比較的安定的に運転できている。ただし、水熱汚泥の混合率が 20％となり、有機酸の蓄積が見ら
れたため、現在(平成 25 年 5 月以降)調整中である。これらのことより、水熱処理した汚泥等は、低分子化
されており、通常の原料よりは、見た目の酸生成速度が上昇することが考えられる。そのため、消化槽の
立ち上げ時などにおいて、通常よりも慎重に負荷を上昇させる必要がある。よって、現在水熱反応汚泥
の酸生成について検討を行い、目安となる基準を作成中である。
15

中温発酵

高温発酵

図 V-4-(1)-4 嫌気性消化の実証試験における
ガス発生量の経日変化

図 V-4-(1)-6 嫌気性消化(中温発酵)の実証試
験における各種有機酸濃度の変化

図 V-4-(1)-5 嫌気性消化の実証試験における
月平均 VS 分解率の変化 (VS：Volatile Solids、
強熱減量)

図 V-4-(1)-7 嫌気性消化(高温発酵)の実証試
験における各種有機酸濃度の変化

消化液の固液分離により生成された消化汚泥は、
さらに好気性処理を施し肥料化される。これは、水
熱反応により消化率を向上させ、さらに嫌気性およ
び好気性処理により有機物をガス化させることによ
り、残された無機物が濃縮される。そのため、全リン
濃度の高い肥料が生成されると考えられる。
本実証試験においては、平成 25 年度 9 月までに
肥料化設備を完成させる。本設備は、吸引通気方
式により消化汚泥を好気性処理する。この肥料(堆
肥)化方式は、異臭の拡散を抑え易いという特徴が
ある。また、排気ガスが一カ所に集まるために、規

図 V-4-(1)-8 吸引通気式肥料(堆肥)化装置概要

模が大きい設備となってもガス濃度の測定が行い
やすく、発酵状態の管理や物質収支の把握が比

較的容易である。しかし、本技術は家畜糞尿を堆肥化するために畜産草地研究所により開発された技術
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であり、それらの原料以外を取り扱った事例が少ない。そのため、実証設備の設置前にコンテナスケール
(1.5m3)の装置を手造りし、現在(平成 25 年 6 月)消化汚泥を肥料化する実験を実施中である。
・今後の予定
現在、消化汚泥の肥料化に関する実験を実施中である。堆肥化温度が 60℃以上の状態が 3 週間以上
継続するなど順調な肥料(堆肥)化が見られており、目標達成も期待できる。
今後は、肥料化設備の完成に伴い、グループ内の主要設備すべてが完備され、全体を通じた試験を
実施する。また、スーパーやレストランといった様々なバイオマス(食品残渣)資源の収集(現在、周辺スー
パーさんの分別の現状等を調査中)も行い、下水汚泥と混合処理をした試験を行う予定である。
（2）バイオガスの有効利用方法開発
・グループリーダー
松本 明彦(豊橋技術科学大学 教授)
・参画機関、協力機関
参画機関：豊橋技術科学大学
協力機関：株式会社 大栄製作所
・目標
気体(CO2) 溶解装置を用いて、メタンガス濃度 80％(ガスエンジンが問題なく動く濃度)以上のガス精
製を行う。
・成果
本グループでは、気体を効率よく水に溶解させる装置を用いて、簡易的にバイオガスを生成し、メタン
（CH4）ガス濃度を向上させる技術開発を行う。つまり、CO2 とメタンガスの溶解度の違いを用いて、バイオ
ガス中の CO2 ガスを溶解させ、残りのメタンガスの濃度を向上させる。よって、高濃度のメタンガスの他に、
CO2 溶解水が得られる(図 V-4-(2)-1 概要、 図 V-4-(2)-2 装置)。

図 V-4-(2)-１ グループ概要

図 V-4-(2)-2 気体溶解装置

平成 23 年度においては、ＣＯ2 溶解装置を用いたラボスケールでの実験を行い、模擬バイオガスの
挙動について把握した。図 V-4-(2)-3 に溶解時間の増加に伴いバイオガス中のメタンおよび CO2 ガスの
割合を、図 V-4-(2)-4 に溶解時間の増加に伴う TOC(全有機炭素)および IC(無機炭素)含有量を示す。
これらの結果により、ＣＯ2 溶解装置により高濃度(最大 98 ％)のメタンガスがバイオガスから分離できるこ
とが確認された。また、養殖のために必要なＣＯ2 溶解水が生成可能であることを確認した。このとき、メタ
ンガスも若干量(数 mg/L) CO2 溶解水に溶解するため、これの海藻への影響を確認する必要がある。ま
た、溶解水中ＣＯ2 は、高濃度(ｐH:5、溶解水中 CO2 濃度：300 mg/L 程度)に溶解させ、これを放置した
場合、3 時間程度で濃度が半減することが確認された。
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図 V-4-(2)-3 精製ガス中のメタン濃度の変化

図 V-4-(2)-4 溶解水中の CO2 溶解によ
る無機炭素(HCO3-等)濃度の変化および
有機炭素濃度の変化

平成 24 年度においては、嫌気性消化実証試験で発生した実際のバイオガスを用いて CO2 溶解装置
によるガス精製の実証試験を行った。CO2 溶解後の処理水の水質や気体中のメタンガス濃度および物
質収支について検討し、メタンガスを 90 %以上含む精製ガスの回収が可能であった。また、実際の海水
を用いた試験についても同様の結果が得られている。
・今後の予定
平成 25 年度においては、海藻養殖設備に設置された装置を用いて、実際のバイオガスを用いたガス
精製を行い、高濃度 CO2 溶解水を海藻培養設備に供給する。
（3）嫌気性消化処理により発生する CO2 を用いた次世代海藻工場の実証
・グループリーダー
前田 雅之（フルハシ EPO 株式会社 執行役員 研究開発室 室長）
・参画機関、協力機関
参画機関：フルハシ EPO 株式会社
協力機関：愛知県、財団法人 愛知水と緑の公社、高知大学、中部大学
・目標
地球温暖化抑制に向け、温室効果ガスである CO2 を有効活用する本実証事業では、下水汚泥の嫌
気性消化処理により発生するバイオガス中の CO2 を海水中に分離させ、メタンの高純度化を行うと同時
に、海藻養殖に資する効果的な環境を構築することを目指している。具体的には、本研究においては、
嫌気性消化処理により発生する CO2 の添加により、海藻の自然生育速度の 4 倍の高速人工養殖の実証
を目指している。
・成果
「胞子および発芽体集塊化法」ならびに「気体溶解装置」を利用した集塊化藻体の高速培養に向け、
培養条件と生育速度の関係について文献調査及びヒアリングを実施した。さらに、実証試験プラントにて
制御を行う環境要因を整理し、プラントの設備仕様を決定し、平成 24 年度には設備の完成に至った。市
場調査並びに流通状況の検証に関して、本プロジェクト内で海藻部会を開催し、行政・産業からの意見
を集め、事業化に向けての検証を行った。成果の詳細を以下に示す。
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1) 研究開発
1-1） 培養条件（CO2 量、栄養塩量等）の検討
「胞子および発芽体集塊化法」ならびに「気体溶解装置」を利用した集塊化藻体の高速培養に向け、
培養条件について詳細を検討した。特に、光量、温度、CO2 濃度、pH に着目し、文献等から情報を収
集・整理した。微量成分については、充足率を検討し、成長速度との関連を過去の文献から調査した。ま
た、大学等研究機関の研究者に対して、集塊化法を用いた海藻における生育条件と生育速度の関係に
ついて、ヒアリングを行った。また、集塊化藻体の更なる培養速度向上を目指し、いくつかの生育速度を
想定した増殖モデルについて整理した。
1-2) 培養実験
実証プラントでの培養実験に向けて、実験室レベルでのスジアオノリとミナミアオノリの好適温度等の条
件下における成長率や、無機塩類濃度等の諸条件の影響について確認を実施した。表Ⅴ-4-（3）-1 に
示した結果から、実証に向けて海水利用の優位性について知見を得ている。なお、表中の日間成長率
は、式 V-1 により算出した。
日間成長率＝(Wt/W0)1/t

（式 V-1）

W0 および Wt はそれぞれ試験開始時の藻体湿重量および試験 t 日後の藻体湿重量を示す。
表Ⅴ-4-（3）-1 海藻培養実験
系統 a: 人工海水（水道水, LIVESea Salt）

系統

系統ｂ： 天然海水（豊川浄化センター南にて取水）

11 月 19 日

11 月 23 日

成長率

日間成長率

(0.0001 g-wet)

(0.0001 g-wet)

（5 日間）

（式 V-1 より算出）

a-1

46

502

10.91

1.82

a-2

49

456

9.31

1.75

a-3

48

463

9.65

1.76

b-1

50

739

14.78

1.96

b-2

55

934

16.98

2.03

b-3

51

743

14.57

1.95

図Ⅴ-4-（3）-1 インキュベーターの写真

平均

1.78

1.98

図Ⅴ-4-（3）-2 インキュベーターの写真

ミナミアオノリでの肥料濃度試験

左側２検体：ミナミアオノリ人工海水前培養
右側２検体：スジアオノリ人工海水前培養
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2) 実証試験
2-1） 概要
行政及び設計・施工業者と調整を進め、導入設備の仕様を決定し、3 月に完成に至った。本設備にお
いて、藻体の培養に向けて、水の循環やバブリング効果の確認を行った。また、実証設備の設計段階で
は、県水産試験場や愛知県栽培漁業センターを訪問し、バブリングや海水の取水、冷却方法などにつ
いて情報収集を行った。
2-2） 進捗状況
① 試験プラントの設計・施工
平成 23 年度には、複数の環境要因について制御可能な実証試験プラントの建設のため、制御を行う
環境要因の絞込みを行い、取水設備・培養水調整設備・培養設備・排水設備のそれぞれについて要件
を整理し、設備仕様を決定した。
② 試験プラントにおける試験の着手
現在の設備の状況については、水循環の確認等を行い、海藻の前培養および海藻の成長に応じた
海藻人工培養実験槽 100 L 及び 1,000 L による実証実験に着手した。

図Ⅴ-4-（3）-3 実証事業地のレイアウト

図Ⅴ-4-（3）-4 外観

図Ⅴ-4-（3）-5 内観 1

図Ⅴ-4-（3）-6 内観 2

③ 市場調査
海藻の品種別国内生産（出荷量・出荷額）について、農林水産省の統計を基にまとめた。輸入動向の
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調査をすることで、国内生産分と合わせた国内市場について整理した。また、海藻から作成されるアルギ
ン酸などの工業原料、食品向けとして低温スチーム加工による加工方法についての調査・整理を実施し、
市場や卸売業、加工業、小売業等の間での取引状況についてまとめた。また、胞子及び発芽体集塊化
法によって生産した海藻の市場調査については、この技法の発明者である高知大学の平岡准教授に対
してヒアリング調査を行った。
2-3） まとめ
実証事業環境が限られているため、培養条件（海水温度、品質等）対策が課題となっている。今後の
方向性として、本時実証事業では海水の適宜調達、海水の濾過処理、CO2 添加を施す予定である。ま
た、水温調整は夏場の冷却・冬場の加温対策を施す。
（4）発電時に発生する CO2 および熱を用いた太陽光型植物工場の実証
・グループリーダー
三枝 正彦（豊橋技術科学大学 先端農業・バイオリサーチセンター 特任教授)
・参画機関、協力機関
参画機関：豊橋技術科学大学
協力機関：（農）ドリームフィールド、株式会社 明輝クリーナー
・目標
本研究開発においては、下水汚泥や廃棄物系バイオマスを由来とした CO2、熱および消化液を有効
利用した太陽光型植物工場の実証を目指している。これにより、植物工場での植物生産における CO2
排出量の削減が可能となるとともに、収益性および持続性の向上が可能となり、気候変動下における食
料の安定供給に寄与する。
そのための目標として、低段密植・養液栽培による収量 30 t/10a･年のトマト生産を実証し、その上で、
下水汚泥や廃棄物系バイオマスを由来とした CO2、熱および消化液の太陽光型植物工場における有効
利用の実証することを目指している。この目標を達成するために、 バイオガス発電における CO2，熱お
よび消化液の発生量と品質（成分）評価、熱および CO2 の利用を想定したハウス内環境制御ロジックの
構築、メタン発酵消化液による養液栽培およびトマトの低段密植栽培における収量および品質の調査な
どの研究開発および実証試験を行う。
・成果
これまでに、下水汚泥のバイオマス発電から生じる熱および CO2 を有効利用した低炭素型の植物生
産システムを設計・設置した。さらに、本植物生産システムにおいて低段密植・養液栽培によるトマト栽培
の実証試験を開始し、30 t/10a･年の収量を得られることを確認した。また、システム全体での物質収支を
検討し、CO2 の有効利用性を把握した。さらに、下水汚泥の嫌気性消化処理における消化液脱水ろ液
を有効活用した養液栽培が可能であることを明らかにした。
成果の詳細を以下に示す。
1) 研究開発
1-1） 消化液脱水ろ液を有効活用した養液栽培
消化液の新たな有効利用方法として、養液栽培への液肥利用が期待される。養液栽培は管理の自動
化や周年の栽培が可能であるため、安定した量の消化液を使用できると考えられる。また、面積あたりの
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収量増加や肥料成分の利用率が高いことによる環境負荷低減といったメリットもある。一方、消化液に含
まれる有機物や高濃度のアンモニウムイオンはそのままの形態だと作物に障害を与えるため、微生物に
よって有機物を無機化し、アンモニウムイオンを植物の生育に好適な硝酸イオンへと硝化する必要があ
る。一般的な養液栽培は無菌状態で行うため、これらの微生物の働きを得ることができず、消化液の液
肥利用が不可能であった。そこで、栽培前に養液内で意図的に微生物群を培養することにより、消化液
の液肥利用が可能になると考えられる。しかし、微生物培養後に下水汚泥消化液を養液栽培に用いた
事例はこれまでにない。本研究では、微生物培養による硝化試験を行い、下水汚泥消化液の脱水ろ液
を液肥として用いたコマツナの養液栽培試験を行った。
まず、微生物培養による硝化試験を行った。水道水を入れた養液タンクに微生物源となる堆肥を浸し、
2 週間のあいだ脱水ろ液を添加した。その結果、養液タンクに添加した脱水ろ液に含まれるアンモニウム
イオンが硝酸イオンへと硝化された（図Ⅴ-4-（4）-1）。これは、培養された硝化菌の働きによるものだと考
えられる。微生物培養を行った養液ではキノン種が多様化したことからも、硝化菌をはじめとした微生物
群の増加が示唆された。
次に、微生物を培養した養液を用いてコマツナの養液栽培試験を行った。その結果、コマツナの収量
は化学肥料を用いて養液栽培を行った場合と同程度であった（図Ⅴ-4-（4）-2 および図Ⅴ-4-（4）-3）。
一方で、微生物を培養せずに脱水ろ液を液肥として直接施用した場合は、アンモニウムイオンによってコ
マツナの生育が阻害された。
以上のことから、栽培前に培養液中で硝化菌をはじめとした微生物を培養することにより、養液栽培に
対する脱水ろ液の有効利用の可能性が示された。また、両試験を通して、微生物のはたらきによる炭素
の消費および作物による窒素の吸収が確認された。よって、脱水ろ液の浄化処理としての効果も期待で
きると考えられる。今後は、他の作物への適用性や実規模での採算性、環境影響評価などのより実証的
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図Ⅴ-4-（4）-1 硝化試験における無機体窒素（NH4-N,、NO2-N、NO3-N）濃度の経日変化

1-2）システム全体の物質収支に関する検討
豊川浄化センターおよび文献から得られた情報をもとに、システム全体の炭素フローについて試算し
た。嫌気性消化処理およびバイオガス精製装置を経た段階において、下水汚泥に含まれる炭素の内、
36% （141 kg-C/t-dry 汚泥）がメタンに、24% （94 kg-C/t-dry 汚泥）が CO2 溶解水に、40 % （157 kgC/t-dry 汚泥）がメタン発酵の消化液に含まれると試算された。すなわち、1 t-dry の下水汚泥を処理した
場合、ハウスには 516 kg の CO2 が供給されると試算された。
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2) 実証試験
2-1）概要
下水汚泥のバイオマス発電から生じる熱および CO2 を有効利用した低炭素型の植物生産システムを
設計した。植物生産システムの概要を図Ⅴ-4-（4）-3 に示す。提案する植物生産システムは、本プロジェ
クトのシステム（図Ⅰ-1 参照）におけるサブシステムである。バイオガス発電で生じる CO2 と熱を、それぞ
れ光合成促進およびハウス内の加温に用いる。これにより、従来よりも高収量、低コストかつ低環境負荷
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図Ⅴ-4-（4）-2 収穫したコマツナの最大葉長

図Ⅴ-4-（4）-3 収穫したコマツナの新鮮重量
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図Ⅴ-4-（4）-3 下水汚泥のバイオマス発電から生じる熱および CO2 を有効利用した植物生産システム
2-2）進捗状況
CO2 を有効利用した低炭素型の植物生産システムの設計・設置
栽培作物には、施設園芸において最も生産額が多く、植物工場においても一般的作目であるトマトを
採用した。提案するシステムは、グリーンハウス本体（500 m2）、栽培システム、暖房システム、CO2 施用シ
ステム、湿度制御システムおよび統合環境制御システムから構成される。
グリーンハウス本体は、4 連棟フェンロー型温室（間口 8 m、幅 32 m、奥行き 16 m）である（図 5）。内部
を 3 区画に仕切り、2 区画（それぞれ 125 m2、計 256 m2）を本圃栽培区画、１区画（256 m2）を育苗区画お
よび要素実験区画とした。本圃栽培区画に２区画を確保したことにより、慣行栽培と CO2 施用栽培の比
較などが可能となり、バイオガス発電の廃 CO2 の施用効果を実証することが可能である。また、天面およ
び側面の自動開閉式の換気装置およびカーテン装置（遮光、保温）を備えており適切な内部温度を確
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保することが可能である。
栽培システムとしては、栽培方法として採用したトマトの低段密植栽培への適性を考慮し、NFT（薄膜
水耕）式養液栽培システムを採用した（図Ⅴ-4-（4）-6）。暖房システムは、発電の廃熱（温湯）を利用する
ため、温湯をパイプ配管により各棟に設置された熱交換温風器（ファンコンベクタ：20 kW）に導入し暖房
するシステムである。CO2 施用システムは、側面に微小空気口を開けたビニールダクトを各栽培ベッドの
株間に設置し、発電機の廃ガスをブロワにより供給することにより CO2 濃度を高めるシステムである。
CO2 センサにより CO2 濃度をモニタリングすることにより植物生育に適切な CO2 濃度に制御する。バイ
オマス由来かつ通常は大気に放出されているバイオマス発電の廃 CO2 は、ハウスに供給された後、大
気外に放出されても新たな環境負荷にはならないと考えられる。そこで、本システムでは温暖期の換気
条件下においても高 CO2 濃度 を維持する、積極的な施用を試みる。
上記の植物生産システムは、2013 年 3 月までに、グリーンハウス本体、栽培システム、暖房システム、
CO2 施用システムおよび環境制御システムを設置し、試験運転を行った。

図Ⅴ-4-（4）-5 グリーンハウス本体
（面積 500 m2）

図Ⅴ-4-（4）-6 栽培システムの一部
（養液調整装置）

低段密植・養液栽培によるトマト栽培の実証試験
2013 年 3 月 18 日に本葉 4、5 枚のトマト（品種：CF 桃太郎はるか）苗を定植した。定植株数は 250 m2
の本圃栽培区に 1,830 個体とした。4 月 2 日に開花し、5 月 22 日より果実の収穫を開始した（図Ⅴ-4-（4）
-6）。収量については、収穫果実の測定の結果、目標とする 30 t/10a･年の高収量栽培を実現可能であ
ることが示された。また、収穫したトマトは青果市場を通しての販売も開始している。

図Ⅴ-4-（4）-7 トマト苗定植直後の様子

図Ⅴ-4-（4）-8 収穫間近のトマト果実の様子
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2-3）まとめ
以上のように、これまでに植物生産システムの設計および設置、さらには栽培試験を行った。その結果、
低段密植・養液栽培を採用した本植物生産システムにより、収量 30 t/10a･年のトマト生産が可能である
ことを確認した。
下水汚泥や廃棄物系バイオマスを由来とした CO2、熱および消化液の太陽光型植物工場における有
効利用の実証するためには、課題として、バイオガス発電における CO2、熱および消化液の発生量と品
質（成分）評価、熱および CO2 の利用を想定したハウス内環境制御ロジックの構築などの研究開発を行
う必要がある。今後は、これらの研究開発をもとに、嫌気性消化処理システムやバイオガス発電機（コジェ
ネレーション）システムなどの全体システムと統合させ、提案するシステムの収益性および環境影響を明
らかにし、バイオガス発電の廃 CO2 および廃熱を利用したトマト生産を実証していく予定である。これに
より、植物工場での植物生産における CO2 排出量の削減、収益性および持続性の向上を可能とし、気
候変動下における食料の安定供給に寄与できるものと考える。
（5）廃棄物およびバイオマス利活用の策定と実証
・グループリーダー
岡山 朋子（H23・ H24 前期 名古屋大学 特任講師、H25 大正大学 准教授）
神本 祐樹（H24 後期 名古屋大学 助教）
・参画機関、協力機関
参画機関：名古屋大学、大正大学
協力機関：愛知県、豊橋市、豊橋技術科学大学、ウプサラ大学、釜山カトリック大学、名城大学、豊橋
市前芝校区自治会、豊川流域圏通貨バンク協議会、豊橋市一般廃棄物処理事業共同組合
・目標
本サブテーマ研究は、当該地域の循環型社会構築に関するソーシャルキャピタル（環境白書にある
「地域環境力」とほぼ同義、社会的環境管理能力・ソーシャルキャパシティともほぼ同義。環境問題の解
決のために地域においてステークホルダーの参加と協働がみられる状況）を醸成するとともに、現在では
焼却に係る生ごみの有効利用と熱回収をすすめ、焼却等の中間処理量を削減するなど、廃棄物管理シ
ステム全体の環境負荷を最小化し環境効率を最大化する廃棄物処理システムの導入の実証を目標とし
ている。
・成果
目標を達成するための調査研究および社会実験を行っている。平成 23 年は先行事例研究を実施し、
平成 24 年は豊橋市および一般廃棄物（以下、一廃）処理業者と廃棄物行政に関する調整を進め、規制
等の制度的隘路の克服に向けた検討を行った。さらに、行政と廃棄物処理事業者に地域組織（自治会）、
市民団体、その他関係事業者といったステークホルダーを加え、平成 26 年度に予定される生ごみ分別
モデル収集を企画・実施するための実行委員会（市民部会）を計画通り発足させた。先行事例調査結果、
地域における廃棄物系バイオマス（生ごみ）賦存量の推計結果、東三河地域における市民の生ごみ分
別に関するアンケート調査結果から、本プロジェクトにおける制度的隘路を明らかにした。成果の詳細を
以下に示す。
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１） 先行事例研究
１-1） 概要
国内外の先行事例をレビューすることで、家庭系生ごみをど
のように分別収集しているのかを調査した。また、特に海外事
例ではどのように生ごみと下水汚泥混合消化がごみ処理事業
として採算性が確保されているのかを検証し、国内事例では制
度的隘路や技術的課題をどのように克服しているのかを検証し
た。さらにプロジェクト対象地域である東三河地域における市
民の生ごみリサイクルと分別に対するアンケート調査および豊
橋市の可燃ごみの細組成調査および成分分析を実施し、今後、
生ごみ分別収集システム構築のための参考とする。

図Ⅴ-4-（5）-1 スウェーデンの家庭
における生ごみ分別（紙袋収集）

１-2） スウェーデンの先行事例
視察調査時期：2012 年 2 月 7 日-12 日
出張者：岡山朋子
訪問先：スウェーデン：ルンド大学、マルメ市、NSR 社、ウプサラ大学、UPPSALA VATTEN 社
視察内容：都市ごみ管理を行っている NSR 社を中心に先行事例として視察した。NSR 社は、ヘルシン
ボリ市域（対象人口は約 22 万 9 千人：2012 年現在）住民・企業等のごみを収集し（総量約 48 万 t:2009
年現在）、200 ha の敷地内に 5 つあるリサイクルセンターで処理、最終処分を行っている。また焼却工場
も現在１基建設中である。生ごみは、一般家庭では紙袋に分別したものを NSR 社が袋ごと収集し、袋ご
とメタン発酵処理、一部は堆肥化処理が行われる。バイオガスは市バスなどの燃料として売却している。
天然ガスの市況にもよるが、事業性は十分に確保されている。
１-3） 韓国の先行事例
視察調査時期：2013 年 3 月 6 日-8 日
出張者：岡山朋子
訪問先：釜山市役所、Suyeong 下水処理場
視察内容：韓国・釜山市の下水汚泥と生ごみの混合消化事
業について政策の導入と経緯、効果をヒアリングし、実績デー
タを収集した。下水処理場では、昨年まで下水汚泥と生ごみ
の混合消化から得られたバイオガスのうち 35 ％を加温に、そ
の他は発電して売電していたが、今年からは隣接するバス会
社にバイオガスを売却する。メンテナンスコスト等鑑みてより合

図Ⅴ-4-（5）-2 韓国の下水処理場

理的な事業に変更している。

に併設された生ごみ処理施設

１-4） 神戸市
視察調査時期：2013 年 2 月 6 日
出張者：岡山朋子、蒲原弘継
訪問先：神戸市 建設局 東水環境センター
視察内容：神戸市の B-DASH プロジェクトを視察した。神戸市は 4 カ所すべての浄化センターで下水
汚泥のメタン発酵処理を行っている。そのなかでも東灘下水処理場ではグリーン＆スィーツプロジェクト
と称して剪定枝と食品廃棄物（産業廃棄物）を混合消化してバイオガスを天然ガス車に使用、残りをガ
ス会社に売却している。また下水汚泥から MAP を回収する実験も進められている。
１-5） 長岡市
視察調査時期：2013 年 2 月 19 日
出張者：岡山朋子
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訪問先：長岡市 寿クリーンセンター
視察内容：長岡市では既存の下水処理場においては下水汚泥のメタン発酵処理およびガス売却を行
っている。隣接する焼却工場のさらに隣接した場所に、家庭系および事業系生ごみだけをメタン発酵
処理する施設を 2013 年 4 月 1 日より稼働させる（6 月までは試験運転）。PFI 事業である。人口 28 万人
の長岡市での市内一斉生ごみ分別収集は全国でも最大規模であり、政策導入について情報収集した。
バイオガスは発電して売却するが、現時点では FIT を利用していない。
１-6） 北広島市
視察調査時期：2013 年 3 月 25 日
出張者：蒲原弘継
訪問先：北広島下水処理センター「あしる」
視察内容：下水汚泥と家庭系および事業系生ごみ、し尿・浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥を混合して
メタン発酵処理し、バイオガスを加温や消化汚泥乾燥に使用して重油消費量の削減を図っている。焼
却工場建設が頓挫したことが同施設建設の背景にある。
１-7） 考察
豊川浄化センターにおける愛知県が現在計画している PFI 事業では、一廃の生ごみの混合消化は事
業スキームに盛り込まれていない。しかしながら、バイオガスを使って発電し、FIT によって売電した場合、
より多くのバイオガスを得ることが望まれよう。その際、事業主体が生ごみの混合消化を実施する可能性
がある。当センターは豊橋市に位置するが市の廃棄物中間処理施設ではないため、産業廃棄物（以下、
産廃）を受け入れるか、あるいは事業系一廃の生ごみを受け入れるために中間処理施設許可を豊橋市
より受けなくてはならない。
施設許可がおりたと仮定し、食品リサイクル法上の再生利用事業者認定を受ければ、同法に基づいて
事業系生ごみの受け入れについて処理手数料を得ることができる。上記のバイオガス売却益や生ごみ
受入手数料収入は、すなわち下水処理管理費の軽減を意味する。
先行事例を鑑みて、本研究で実施する家庭系生ごみの分別モデル収集（社会実験）においては、長岡
市の市民へのパンフレット等が分別収集方法を検討する上での参考となった。
システム全体としては、現在、同事業は PFI 事業として事業化されているのが一般的である。また、水
処理施設と焼却工場などの立地条件が整っていることが必要であると考えられる。費用的には発電して
FIT を利用するのが現時点では有利であるが、市民への普及啓発効果を鑑みれば天然ガス車用に売却
することも検討されるべきである。海外事例ではいずれも天然ガス車利用を行っており、神戸市でも実証
実験段階ではあるが、すでに実用化されている。
2） 社会調査
2-1) 東三河地域の市民アンケート調査の概要
平成 26 年度に実施予定である社会実験のための調査として、「ごみ分別に関する調査」（アンケート調
査）を平成 25 年 3 月 13 日から 3 月 15 日まで、東三河地域住民 1,606 名を対象に実施した。調査は
Web 調査として行われ、有効回答数は 745（有効回答率 46.4 ％）で、非常に参考になるデータが収集で
きた。生ごみをリサイクルすること、家庭で生ごみを分別して排出することについて意見を求めた。また、
下水処理場における混合消化事業、野菜や海藻といった食品の生産、下水処理場の有効利用といった
下水処理場に対する意識調査もあわせて行った。
集計結果については、下記実行委員会（市民部会）において縦覧し、豊橋市にはデータ提供を行った。
市民部会に収集方法の提示を行った根拠を以下に示す。生ごみ週 2 回、可燃ごみ週 1 回が良いという
回答が最も多く（37.8 %）、次に可燃ごみの日に生ごみと可燃ごみをそれぞれ分けて出すのが良いという
回答が次に多かった（21.9 %）。ただし、ステーションは現在、週によっては週 5 日使っているため、ステー
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ションを使用できる余裕がない。したがって、可燃ごみの日に生ごみとその他の可燃ごみに別々に出す
方式とした。また、指定された生ごみだけをビニール袋に入れて出すのが良いという回答が最も多く
（47.2 %）、次に、とりあえず生ごみをビニール袋に入れて出すという回答が多かった（31.5 %）。したがって、
指定袋による収集とした。

Q13 家庭の生ごみを分別してリサイクルすることになったとき、可燃ごみと生ごみの収集回数として最も良いと思うものを、以下の中から1つお選びください。
（回答は1つ）
【表側】＊地域
生ごみの分別収集
は週3回以上、可
燃ごみは週1回
TOTAL(n=745)

10.2

豊橋市(n=447)

豊川市(n=149)

生ごみ週1回、可
燃ごみ週1回

30.9

21.3

29.3

23.0

32.4

12.6

7.4

11.2

6.7

5.3

5.4

10.1

14.7

10.5

1.2

9.2

1.3

12.8

0.7

14.7

24.3

(%)

その他 具体的
に：

わからない

6.8

37.8

30.2

12.0

生ごみ分別はした
くない

35.0

21.9

8.7

5.4

生ごみ週2回、可
燃ごみ週1回

23.6

11.2

蒲郡市(n=75)

新城市,田原市(n=74)

可燃ごみの日に、
生ごみとその他の
可燃ごみに袋を分
けて別々に出す

2.7

9.5

図Ⅴ-4-（5）-3 生ごみの収集頻度に関する質問と回答
2-2） 地域におけるバイオマス賦存量の推計
豊橋市の人口および世帯数、および既存データを活用して賦存量・仕向量を推計した。事業系生ごみ
は賦存量 12.8 t/日、仕向量は 10.6 t/日（賦存量の 85 %）、家庭系生ごみは複数方法で算出を行ったが、
世帯数からの推計で賦存量 66 t/日、仕向量 51 t/日（協力率 77 %）と算出した。
事業系生ごみについては愛知県の H23 年度 FS 調査資料（バイオマス利活用検討会議報告書）より引
用したが、豊橋市が同市における生ごみと下水汚泥の混合消化 PFI 事業の公表を行った際の計画量と
同量である。なお、豊橋市資料（第 7 回豊橋市ごみ減量推進検討委員会会議録）を参考に算出すると、
事業系厨芥類はおよそ 40 t/日となる（焼却される事業系一廃は 37,000 t/年、このうち約 4 割が厨芥
類）。
また、家庭系生ごみについては、 仕向量 51 t/日は同じく豊橋市事業の計画量である。逆に言えば、
約 8 割の分別協力が必要であると言える。賦存量 66 ton/日について、協力率を 70 %とすると仕向量は
44 t/日、名古屋市が 2008 年まで実施していた 7,500 世帯対象としたモデル実験では協力率は 58 %であ
った。その場合、豊橋市では仕向量 35 t/日となる。土地柄や土地利用が比較的似ている長岡市の分別
率、協力率を今後は参考として仕向量を改めて推計したい。
なお、家庭系ごみ排出量の 38 %が厨芥類であると仮定すると、豊橋市の家庭系生ごみ賦存量は 115 t/
日となり、仕向量 51 t/日は賦存量の 44 %ということになる。
3) 市民部会発足と運営
3-1) 概要
本プロジェクトの代表機関および関係自治体、当該地域の関連事業者（一般発揮物処理業者、リサイ
クル業者）、地域の市民や市民団体といったステークホルダーをメンバーとした市民部会を、約半年間の
準備を経て発足させた。
一般家庭に協力者を募り、生ごみ分別収集の社会実験を実施するに際しては、1 年間かけて月に 1 回
のステークホルダー会議を実施し、その会議を実行委員会として企画実施する。この実行委員会が本プ
ロジェクトの市民部会である。今後は、生ごみの分別収集とリサイクルの推進の検討をすることで課題や
問題の抽出を行い、その解決を検討しながら下水処理施設のバイオマス施設としての普及啓発を推進
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する。これをもって生ごみ分別収集リサイクルシステムの具体
的な構築を行う。
市民部会の実施運営については、地域のステークホルダ
ーの協力が不可欠であり、またこのような市民参加型会議の
取り組みを通じて、ステークホルダーの協働関係が構築され、
地域のソーシャルキャピタルを醸成することを目標とする。
3-2) 市民部会のその他の期待される成果
本プロジェクトでは下水処理場のプレゼンスをあげるととも
に、下水処理場で生産される農作物と堆肥の流通の社会実
証もひとつの目標としている。市民部会では、社会調査や市

図Ⅴ-4-（4）-4 実験設備と下水処
理場の普及啓発（親子下水道教室）

民参加型会議の結果から、これらの農産物の流通支援を行
っていく。なおアンケート調査からは、東三河地域では約 3 割の人が下水処理場を訪れた経験があり、
77.6 %が下水汚泥と生ごみからつくった堆肥の農業利用を肯定的に理解している。また、そのような堆肥
や下水処理場の再生水を使って育った農産物についても、18.9 %が特に気にならないと答え、安全が保
証されているなら気にならないという回答は 62.6 %であった。市民の抵抗は少ないと言える。
（6）熱エネルギー有効利活用方法の策定と実証
・ グループリーダー
滝川 浩史(豊橋技術科学大学 教授)
・ 参画機関、協力機関
参画機関：豊橋技術科学大学
協力機関：（株）シンフォニアテクノロジー、愛知県、愛知大学
・ 目標
気候変動に伴う急激な気温変化は、社会のエネルギー消費構造を変化させ、化石エネルギーを主とし
た社会経済に大きな影響を及ぼす可能性がある。したがって、バイオマスや他の再生可能エネルギーに
よりこうした影響を緩和させることが有効である。また、気候変動に伴う災害への対策として、独自電源の
確保も重要な課題となっている。
そこで、本実証試験では、1）既存の汚泥焼却処理よりも化石燃料の消費が少ないシステム、2）バイオ
ガス発電と発電後に排出されるＣＯ2 および熱を植物工場において有効利用するシステムの実証、3）変
動が大きな他の再生可能エネルギー（太陽光や風力）と比較的変動の少ないバイオガス発電との共役化
を検討し、安定した電源の確保を目標とする。
・ 成果
本研究では、まず、既存の汚泥焼却処理よりも化石燃料の消費が少ないシステムを検討するため、1）
既存の汚泥焼却処理におけるエネルギー消費量、2）正味の獲得エネルギーがプラスになる水熱処理―
嫌気性消化プロセスの条件を明らかにした。
次に、実証試験における発電機の仕様を決定し、平成 25 年度中にバイオガス発電および発電後の
CO2 および熱を有効利用する植物工場の実証を計画している。
さらに、他の再生可能エネルギーのポテンシャル評価を協力機関と連携して進め、まずは、固定買取
制度を利用した事業性の確保を目的に、豊川浄化センターのある御津臨海地区の企業懇話会を通じた
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再生可能エネルギー供給事業について検討している。これは、災害が起きた際の企業の継続性を確保
するための対応策を検討する BCP（事業継続計画）に関連した事業として愛知県および（株）シンフォニ
アテクノロジーが中心となって事業計画の策定を進めている。平成 25 年度中に事業性の判断を行った
上での固定買取制度への登録を目指している。
具体的な研究成果を以下に示す。
1) 豊川浄化センターにおけるエネルギー消費量
豊川浄化センターは、104,000 m3/日の処理能力を有する流域下水道である。処理方式は、凝集剤添
加活性汚泥法（2 系）、凝集剤添加消化脱窒法（3 系）であり、高度処理までを行っている。また、下水汚
泥（脱水ケーキ、含水率 78.4 %）を流動床式焼却炉において焼却している。ここでは、A 重油および電力
がエネルギーとして消費される。本研究では、豊川浄化センター全体のエネルギー消費量を推計すると
ともに、下水汚泥の脱水行程以降の焼却に伴うエネルギーの消費量を推計した。
ここで、電力については、一次エネルギー（9.97 MJ/kWh、国土交通省 2009）に換算した。一方、A 重
油の消費にともなうエネルギー消費量は、低位発熱量（39.1 MJ/L 国土交通省 2009）を用いた。また、
エネルギー消費量の一次データは豊川浄化センターの 2010 年の実績値を用いた。
その結果、豊川浄化センターでは、年間約 19 万 GJ/年のエネルギーを消費していることが明らかとな
った（表Ⅴ-4-（6）-1）。この中で、水処理に伴う電力消費量が最も大きく、全体の約 50％を占め、次に、
汚泥焼却に伴うエネルギー消費量が大きく、約 40 %を占めている。また、汚泥焼却に伴うエネルギー消
費量（A 重油と電力の合計）を下水汚泥（乾物量）あたりに換算すると、12.5 GJ/ｔ-dry となる。したがって、
他の代替案を検討する場合、このエネルギー消費量よりも少なくする必要がある。
表Ⅴ-4-（6）-1 豊川浄化センターにおけるエネルギー消費量
項目

エネルギー消費量

割合

（GJ/年）

（%）

汚水ポンプ（電力）

21,762

11

沈殿池（電力）

3,609

2

ブロワ（電力）

57,325

30

水処理（電力）

36,789

19

汚泥濃縮、脱水等（電力）

20,676

11

汚泥焼却（A 重油）

27,907

15

汚泥焼却（電力）

22,772

12

190,839

100

合計

2) 水熱処理－嫌気性消化プロセスにおけるエネルギー収支
本実証試験においては、脱水汚泥（含水率 78%）を水熱処理により可溶化し、高濃度汚泥を嫌気性消
化プロセスに投入することで、より高い消化率を目指すプロセスである。これまでに、甲斐ら（2012）は、好
気高熱性微生物によって 80 ℃で超高温可溶化処理を行う嫌気性消化プロセスの LCA を実施している。
その結果、超高温可溶化により得られるメタンガス量は 2 倍となるが、その一方で、消費するエネルギー
量も 2 倍程度増加することから、正味の温室効果ガス排出量は超高温可溶化プロセスがないほうが少な
いことを示唆している。しかしながら、甲斐ら（2012）の研究では、浄化槽汚泥（含水率 98 %）のものを対象
としており、本実証試験で対象としている脱水汚泥よりも汚泥濃度が薄い。水熱処理等で消費されるエネ
ルギーのほとんどは原料に含まれる水の温度を上昇するために消費される。したがって、より高濃度の汚
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泥を利用することは、エネルギー消費量の低減につながり、また、得られるバイオガス量も多くなることが
期待できる。このため、本研究ではまず、汚泥濃度の変化と水熱処理に必要なエネルギー量と得られる
バイオガス量の差で得られる正味の獲得エネルギー量の関係について検討した。本研究では、水熱処
理の反応温度である 180 ℃まで原料の温度を 155 ℃上昇させるとし、バイオガス生成率とメタン含有率
を炭素基準でそれぞれ 6 割として計算した。その結果、汚泥濃度が約 6.8 %以上の場合に、正味の獲得
エネルギーがプラスになることが明らかとなった（図Ⅴ-4-（6）-1）。この汚泥濃度は、実証試験で取り扱う
脱水汚泥の汚泥濃度よりも小さい。また、水熱処理により消化率も向上する可能性がある。一方、実際の
プロセスにおいてはボイラー効率等によるロスがある。甲斐ら（2012）の研究では、可溶化槽（80 ℃、1
m3）と嫌気性消化槽（53 ℃、5 m3）の実証試験データを用いて見掛けのボイラー効率を計算したところ、
65 %であったと報告している。以上のことから、実際のプロセスにおいては、こうしたエネルギー収支を十
分に考慮する必要がある。
2.0

正味の獲得エネルギー
[MJ/kg-wet-汚泥]

1.5
1.0
0.5
0.0
0.00

0.05

0.10

-0.5

0.15

0.20

0

-1.0
汚泥濃度 (kg-dry-汚泥/kg-wet-汚泥)

図Ⅴ-4-（6）-1 水熱処理－嫌気性消化プロセスにおける汚泥濃度と正味の獲得エネルギーの関係
3) 発電プロセスの概要と実証
平成 25 年度において、実証試験場に発電機を導入する。ここでは、その発電方式について検討を行
った。本実証試験において、発電の前段のバイオガス精製プロセスで用いる CO2 を水に溶解させる方法
では、CO2 の溶解に伴って、それまで水に溶解していた酸素(O2)が放出され、精製されたメタンガス中に
1％程度の酸素が混合する。そのため、燃料への酸素混入に影響が大きい燃料電池方式を導入するに
は、高価な O2 除去を行う必要がある。後段の植物温室に排気ガスを利用することを考えると植物に悪影
響のある物質の混入のおそれが少ない燃料電池の導入が望ましいが、上述の理由で断念した。そこで、
比較的一般的な発電機であるガスエンジン(アイシン精機社製 6ｋW)による発電を行うこととし、この装置
を導入した。また、この発電により得られた電力は、植物温室における加温用の温水を作るヒーターを設
置して、これを利用する。実証試験場の電力系統と連携を行わなかった理由は、下水処理場および中部
電力の系統を含め電力の逆流防止を施す必要があり、不測の事態を考慮して独立して利用することにし
た。
4) 他の再生可能エネルギーとの共役化に関する検討
愛知県は、平成 24 年度に国土交通省 PPP 事業化可能性検討調査「下水処理場を核とした地域への
再生可能エネルギー供給と事業継続性の確保」と題した調査の結果をまとめた。この調査は、豊川浄化
センターを含む御津臨海地区の未利用地や屋上などを活用し、再生可能エネルギー発電（太陽光、風
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力、小水力など）を行い、事業継続のための自主電源の確保、低炭素化を目指した地域エネルギー供
給システムの事業可能性を検討するものであった。この調査結果を受け、（株）シンフォニアテクノロジー
が中心となり、再生可能エネルギー供給事業の検討を現在、行っている状況である。具体的には、事業
性の確保を前提として、固定価格買取制度を利用した再生可能エネルギー事業による電力販売事業を
通じて、地域の BCP（事業継続計画）を担うエネルギー供給を事業化できるかの検討である。平成 25 年 3
月 29 日に御津臨海企業懇話会に所属する地元企業を招いた勉強会を実施し、事業の概要説明および
詳細なフィージビリティ―スタディの調査に関する打ち合わせを行っている。今後、平成 25 年度中に事
業性の判断を行った上での固定買取制度への登録を目指している。
（７）CO2 排出量低減およびカーボンオフセット事業の策定
・ グループリーダー
蒲原 弘継(豊橋技術科学大学 特任研究員)
・ 参画機関、協力機関
参画機関：豊橋技術科学大学
・ 目標
現在、下水処理場においては、地球温暖化対策の推進に関する法律に従い、下水道温暖化防止計
画を策定することが求められている。本研究では、下水汚泥の処理における温室効果ガス削減を目的に、
カーボンオフセット事業策定に向けた適合性および事業性の検討を行う。加えて、実証試験における温
室効果ガス削減に向けた方策を提示する。
・ 成果
カーボンオフセット事業については、Ｊ－クレジット制度として統合化される J-VER 制度との適合性を確
認した。ただし、平成 24 年度からはじまっている固定価格買取制度とのすみわけが必要になったことから、
電力買取価格とクレジット価格の関係を定式化し、事業性を担保する際の条件を明らかにした。一方、各
技術の温室効果ガス排出量の削減効果を明確にするために、既存の汚泥焼却処理や他の下水汚泥利
用技術の温室効果ガス排出量を明らかにした。さらに、実証試験における炭素フローを推計し、温室効
果ガス削減に向けた方策として、嫌気性消化槽に投入する汚泥の濃度が高いほど温室効果ガス排出量
は低減できることを示し、実証試験における温室効果ガス削減に貢献した。
詳細な研究成果を以下に示す。
1) カーボンオフセット事業策定に向けた適合性と事業性の検討
カーボンオフセットとは、「市民、企業等が、①自らの温室効果ガス排出量を認識し、②主体的にこれ
を削減する努力を行うとともに、③削減が困難な部分の排出量を把握し、④他の場所で実現した温室効
果ガスの排出削減・吸収等（クレジット）の購入、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活
動等により、③の排出量の全部又は一部を埋め合わせること。」と定義されている（環境省 2008）。本プ
ロジェクトでは、バイオガスの有効利用により温室効果ガスの削減を目指している。したがって、オフセッ
ト・クレジットの獲得の可能性がある。日本には、国内クレジット制度およびオフセット・クレジット（J-VER）
制度があり、これらは、平成 25 年度からＪ－クレジット制度として統合化される。J-VER 制度において、下
水汚泥のバイオガス化は方法論 E018「廃棄物由来のバイオガスによる熱および電力供給のための化石
燃料代替」（オフセット・クレジット(J-VER)制度ホームページ 2012）が適応可能である。
一方、平成 24 年から実施されている再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、40.95 円
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/kWh の価格が設定されている。制度の適応を受けた場合、買い取られた電力に対しては、オフセット・ク
レジットの認証対象ではない。したがって、今後、事業性を考慮しながら、こうした制度の検討が必要であ
る。固定価格買取制度において、その買取価格は事業性が見合う条件を前提に検討された値であるた
め、事業性を判断する際の目安となる。ここで、電力の温室効果ガス排出原単位を 0.469 kg-CO2/kWh
（中部電力 2011 年度の値）とした場合、40.95/0.469＝87 円/kg-CO2（87,000 円/t-CO2)となり、CO2 ク
レジットの価格(現在、500 円/t-CO2 ほど)よりも非常に高い。このようなことから、こうした条件では、クレジ
ット制度を利用するよりも固定価格買取制度を利用した方が事業性は高いと判断できる。ただし、固定価
格買取制度において、災害時等の停電時に電力を自主電源として利用できるか否かについては、現在、
経済産業省で検討されており、発電所場内の利用に限り許可されている。その他、植物工場や海藻工
場における CO2 や熱の有効利用については、方法論がないため新たな検討が必要になる。
2) 下水汚泥の嫌気性消化技術の LCA 研究のレビュー
本研究では表Ⅴ-4-（7）-1 に示す下水汚泥を原料にした嫌気性消化技術の 8 つの LCA 研究をレビュ
ーした。具体的には、生ごみと下水汚泥の混合嫌気性消化システムを評価している研究、ディスポーザ
ーの導入効果を評価している研究、下水汚泥の嫌気性消化システムの前処理技術の導入効果を評価し
ている研究、下水汚泥および嫌気性メタン発酵消化液の処理技術の比較を行っている研究である。表Ⅴ
-4-（7）-1 にそれらの研究が対象にしているバイオマスおよび、技術、機能単位、環境影響領域につい
て示す。
生ごみと下水汚泥の混合嫌気性消化システムはいずれの研究においても、既存の焼却処理よりも温
室効果ガスを削減できる結果を示していた。ただし、その効果は、生ごみの混合率に依存する結果とな
っていた。一般的に嫌気性消化処理は消化液の処理が課題となっている。それぞれの研究において消
化液の処理方法は異なっており、その物質収支を把握することは困難であった。これまでに、生ごみの
嫌気性消化処理への受け入れは消化液脱水後のろ液の NH4-N 濃度上昇につながり、この除去には大
きな電力が必要となることが指摘されている（清水 2011)。また、下水汚泥単独での嫌気性消化のエネ
ルギー消費量を評価している研究（Tachibana et al 2011）や生ごみのディスポーザー導入を評価してい
る研究（表 1：文献 2)においても、下水処理場におけるエネルギー消費量の増大の可能性は指摘されて
いる。嫌気性消化処理により炭素はバイオガスとしてある程度分解するが、それ以外の窒素やリンは分解
せず、消化液に含まれる。したがって、評価の際に、その物質収支を定量的に把握することは必要不可
欠であろう。通常、この消化液は固液分離され、その後の固形分は乾燥や堆肥化または焼却され、一方、
液体分は返流水として下水処理場に戻される。この返流水による下水処理水質の押上げ率は、嫌気性
消化槽の前段の汚泥の脱水行程からの返流水を含めた場合、SS で 13.7 %、BOD で 9.6 %、全窒素で
12.1 %、全りんで 31.0 %程度であることが知られている（公益社団法人 日本下水道協会ホームページ
2011）。また、返流水中における嫌気性消化槽より後段の脱水行程からの負荷の割合は、SS で 12％、
BOD で 17 %、全窒素で 48 %、全りんで 42 %である（公益社団法人 日本下水道協会ホームページ
2011）。
一方、下水汚泥および消化液の焼却や堆肥化には亜酸化窒素が発生することや重金属が含まれるこ
とから高温での焼却（ガス化溶融）が優位になる結果が示唆されていた（表中：文献 7、8)。このことは、有
機質肥料と化学肥料の比較を行った LCA の研究においても同様の結果が報告されている（林 2013）。
これらの研究以外に、環境省から「バイオガス関連事業の LCA に関する補足ガイドライン」が提示され
ている。この中で、機能単位は、「1 MJ 相当のエネルギー供給とそれに必要な原料の処理」と設定されて
いる。また、廃棄物を原料とすることにより回避される温室効果ガス排出量は、システム境界の拡張を行う
ことが求められている。上述した LCA の研究では、システム境界の拡張が行われていない場合もあること
から、この対応が求められる。
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表Ⅴ-4-（7）-1 下水汚泥を対象にしたメタン発酵技術のライフサイクルアセスメントの事例
文献
1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）

生ごみ

混合消化

前処理技術

消化液の利用/処理
肥料化
焼却
○
○

機能単位

環境影響領域

渡辺ら
○
○
可燃ゴミ1トンの処理
E, G, A, L, D, H
松本ら
○
ディスポーザー
北九州市の年間の処理
E, G
安井ら
オゾン処理
○
脱水汚泥1トンの処理
E, G
石井・花木
○
○
川崎市の年間の処理
E, G
木室ら
○
脱水汚泥1トンの処理
E, G, C
Hospido et al
○
脱水汚泥1トンの処理
P, O, G, A, F, R, H
Hong et al
○
○
脱水汚泥1トンの処理
G, A, H, U
Nakakubo et al
○
○
○
○
10,000人の年間の処理
G, RP, H
E：エネルギー消費量、Ｇ：温室効果ガス排出量、Ａ：酸性化、Ｌ：埋立地消費、Ｄ：ダイオキシン類、Ｈ：重金属・人体毒性、Ｐ：富栄養化、
Ｏ：光学オキシダント、Ｒ：資源枯渇、Ｕ：土地利用、ＲＰ：リン回収量

3) 豊川浄化センターにおける下水汚泥焼却に伴う温室効果ガス排出量
豊川浄化センターにおいては、現在、25 t/日、40 t/日、70 t/日の処理能力を有する 3 基の流動床式
焼却炉がある。本研究では、汚泥焼却に伴う亜酸化窒素およびメタン排出量が把握されている 3 号炉
（70 t/日、炉内燃焼温度 850 ℃）を対象に評価を行った。評価項目および評価に必要な原単位は、「下
水道における地球温暖化防止推進計画策定の手引き」に従った。ただし、亜酸化窒素排出量に関して
は、豊川浄化センターにおける実測値を用いた。加藤・丸山（2011）の報告によると、豊川浄化センター
の対象とした焼却炉において、汚泥に含まれる投入窒素量当たりの亜酸化窒素排出量は 0.51～2.18 %
と報告されている。そこで、本研究では、平均値である 1.18 %を用いて評価を行った。また、温室効果ガ
ス排出量の推計に必要な一次データは豊川浄化センターの 2010 年の実績値を用いた。
その結果、下水汚泥（脱水ケーキ、含水率 78.4 %）の焼却に伴う温室効果ガス排出量は、4,560
t-CO2eq/年となり、汚泥乾物量あたりに換算した場合、1.1 t-CO2eq/t-dry であった（図Ⅴ-4-（7）-1）。
内訳で見ると、重油の消費が 35 %、電力の消費が 29％、亜酸化窒素の排出が 29％、その他が 8％であ
った。ただし、亜酸化窒素排出量を「下水道における地球温暖化防止推進計画策定の手引き」にある
0.645 kg-N2O/t-wet を用いた場合、温室効果ガス排出量は 1.7 t-CO2eq/t-dry に増加する。一方、既
存研究においては、焼却炉（50 t/日）の汚泥焼却に伴う温室効果ガス排出量は 1.9 t-CO2eq/t-dry と推
計されており、その内訳においても亜酸化窒素排出量が最も大きい（高橋ら 2004）。このように、下水汚
泥焼却に伴う温室効果ガス排出量は亜酸化窒素排出量に大きく影響を受けるといえる。

温室効果ガス排出量（t-CO2eq/年）

5,000

汚泥焼却（CH4）

4,500

汚泥焼却（N2O）

4,000

汚泥焼却（苛性ソーダ）

3,500

汚泥焼却（重油）

3,000

汚泥焼却（電力）

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

図Ⅴ-4-（7）-1 豊川浄化センターにおける下水汚泥焼却に伴う温室効果ガス排出量
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4) 下水汚泥の他のエネルギー利用技術の温室効果ガス排出量
下水汚泥のエネルギー利用方法には、バイオガス化の他に、炭化による燃料化がある。この事例として、
愛知県の衣浦東部流域下水道では、平成 24 年から下水汚泥燃料化施設（炭化炉、処理能力 100 ｔ
-wet/日）の利用を開始している。製造された炭化物は中部電力（株）碧南火力発電所において石炭と混
合燃焼されている。炭化には従来の高温炭化（800～900 ℃）と低温炭化（400 ℃程度）の技術がある。
大同特殊鋼株式会社（2009）は、これらの温室効果ガス排出量および削減効果を試算している。この結
果を表Ⅴ-4-（7）-2 に示す。その結果、下水汚泥乾物量当たりの温室効果ガス排出量は高温炭化で 1.1
t-CO2eq/t-dry、低温炭化で 0.34 t-CO2eq/t-dry であった。これは、先に述べた焼却に伴う温室効果ガ
ス排出量よりも少ない値である。さらに、生産された炭化製品の発熱量（18 MJ/kg）に相当する石炭の燃
焼に伴う温室効果ガス排出量は、約 0.78 t-CO2/ｔ-dry と推計できる。したがって、低温炭化においては
炭化製品を製造する際に発生する温室効果ガス排出量よりも石炭代替に伴う温室効果ガス削減効果の
方が大きく、正味で温室効果ガス削減が行えるシステムである。
表Ⅴ-4-（7）-2 下水汚泥の高温炭化および低温炭化における温室効果ガス排出量

電力量
A重油
LPG
N2O排出量
合計
合計（汚泥乾物量あたり）

使用量
45.6 kWh/t
57.3 L/t
0.5 kg/t
0.146 kg/t

高温炭化
温室効果ガス排出量
17.5 kg-CO2/t
155.3 kg-CO2/t
1 kg-CO2/t
45.3 kg-CO2/t
219.1 kg-CO2/t
1096 kg-CO2/t-dry

低温炭化
使用量
温室効果ガス排出量
49.1 kWh/t
18.9 kg-CO2/t
16.8 L/t
44.5 kg-CO2/t
0.5 kg/t
1 kg-CO2/t
0.012 kg/t
3.7 kg-CO2/t
68.1 kg-CO2/t
340.5 kg-CO2/t-dry

注）汚泥乾物量あたりの温室効果ガス排出量の値は含水率 80.0％として算出
5) システム全体における炭素フロー
システム全体の炭素フローを試算した結果を図Ⅴ-4-（7）-2 に示す。本実証設備においては、中温と
高 温の二 つの嫌気 性消化 槽 を有 している 。また 、豊 川浄 化セン ター から排出 され る脱 水ケー キ
（22 %-Total Sludge、37.8 %-C-dry）は、初沈汚泥と余剰汚泥を混合した後、脱水された汚泥である。図
5-7-2 では、水理学的滞留時間（HRT）を 20 日、汚泥濃度 3 %として、試算した結果を示している。この嫌
気性消化処理に投入された炭素は、バイオガスに 6 割、消化液に 4 割含まれ、そのバイオガス中の炭素
はメタンとして 6 割、CO2 として 4 割含まれると仮定した。温室におけるトマト栽培においては、500 m2 を
800 ppm/回/日に調整する場合、CO2 が 109 kg-C/年必要となる。実証試験のトマト栽培においては、
温室の環境制御を行うことから、天候に応じて換気が行われ、それに応じた量の CO2 を供給する。また、
海藻養殖においては、30 m3/日の CO2 溶解水を供給する場合、245 kg-C/年必要となる。
例えば、年間約 2 t-ｄｒｙ/年の下水汚泥を処理した場合、発電後に得られる CO2 量は 282 kg-C/年、
ガス精製後の CO2 溶解水は、188 kg-C/年と計算できる。実証試験においては、水熱処理に伴い、より
高い濃度（20 %-TS 前後）の下水汚泥が消化槽に投入され、消化率も高まるため、より多くの炭素がバイ
オガスに転換されると考えられる。嫌気性消化槽に投入される汚泥濃度により、発生するバイオガス量や
必要となるエネルギー量は異なることから、それにともなって、温室効果ガス排出量も異なることが予想さ
れる。したがって、より汚泥濃度の高い汚泥を利用することが温室効果ガス削減につながるといえる。
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都市ガス
下水汚泥（含水率78%）
トマト
18,754 t-wet/年
30 t/10a/年
141 kg-C/t-dry
（4,126 t-dry/年）
450 kg-C/
CO2
500m2/年
392 kg-C/t-dry 発電
2
温室（500 m ）
豊川浄化センター
約2 t-dry/年（仮定）
（HRT 20日、汚泥濃度3%）

CH4 6割
CO2 4割

CH4

嫌気性消化処理（2m3×2）

94 kg-C/t-dry
CO2溶解水

バイオガス
水熱処理
（0.2 m3）

ガス
6割
消化液 4割

消化液

800 ppm/回/日に調整する
場合、CO2が109 kg-C/年必要

ガス精製

157 kg-C/t-dry

海藻
60 ｔ/
10a/年
20 kg-C/
10m2/年

海藻養殖
(養殖水槽面積：10m2）

30 m3/日のCO2溶解水を供給
する場合、245 kg-C/年必要

図Ⅴ-4-（7）-2 システム全体における炭素フロー
6） システム全体の温室効果ガス排出量について
システム全体における温室効果ガスの削減効果の概算を表Ⅴ-4-（7）-3 に示す。現在、含水率の高い
下水汚泥などのウェットバイオマスの大半は、電力および化石燃料を用いて焼却処理されているのが現
状である。さらに、ここで取り扱うウェットバイオマスは、収集・運搬されて処理されている事業系食品残渣
および各種汚泥などであり、各自治体でも課題を抱えているものである。これをエネルギー的に自立する
ことができるメタン発酵システムを導入し、現在の焼却施設ではなく、そこへの移送を行えば、単純に、焼
却時に排出される温室効果ガスは削減できると考えらえる（表Ⅴ-4-（7）-3）。また、他地域への展開に関
して、消化液から得られる肥料が製品とすることが望ましいが、それが困難な場合でさえ、汚泥焼却量を
大幅に減らすことができ、かつ、堆肥化まで行えば自燃が可能な状態になることから、この場合において
も、焼却処理に必要なエネルギー消費量は最小限に抑制でき、豊川浄化センターにおける焼却におけ
る温室効果ガス排出量の約 45～67％に相当する 2,000～3,000 t-CO2eq/年の削減が行える。加えて、
気候変動の対策として、温室効果ガス排出量の削減のみならず、こうした電力や化石燃料に頼らないシ
ステムは有効である。
現在、本プロジェクトで対象としている廃棄物の処理は、多くの地域で、広域焼却処理が計画されてい
る。本プロジェクトの対象地域においても、広域焼却処理計画（豊川市・新城市・蒲郡市と豊橋市・田原
市の組み合わせ）が検討されている。したがって、必然的に今後、こうした廃棄物の輸送距離は増大する
ことが考えられる。このことから、排出者側となる自治体は、どこかで、処理費を払い効率的に処理をして
もらいたい。一方、受け手側（豊川浄化センター）では、処理費が受けられ若干でもバイオガスが得られる
バイオマスの受け入れが可能になればメリットとなる。また、この時、下水処理の既存インフラである下水
道管を利用することも考えられる。すなわち、主要な下水道管線において、ある程度、流せる状態にまで
ウェットバイオマスを処理し流すことができれば、これまで、自治体間協議が必要であった廃棄物の輸送
が容易に行える。さらに、下水処理場の入り口で、超高効率固形分離装置にて固形物を分離し、その固
形物をメタン発酵システムに導入することも考えられる。
一方、消化液の肥料化、植物工場、海藻工場は、それ自体が気候変動対策としての食料の安定供給
につながるが、温室効果ガス排出量は増大する。この増大する温室効果ガス排出量を副産物である消
化液、CO2 および排熱を利用することにより、より低環境負荷型のシステムになると考えられる。つまり、
新たな植物工場や海藻工場を建設・運転する際に必要となるエネルギー消費量と同等で、かつ、通常よ
り収量が多く取れれば、収穫量当たりの環境負荷はそれだけ小さくなる（表Ⅴ-4-（7）-3）。
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表Ⅴ-4-（7）-3 システム全体の温室効果ガス削減効果の概算
前提条件

温室効果ガス削減効果

下水汚泥処理

水熱処理および嫌気性消化システムがエネルギー

100%削減

（水熱-嫌気性消

的に自立でき、既存の下水汚泥の焼却処理と比較し

（豊川浄化センターにおい

化）

た場合

ては、図Ⅴ-4-（7）-1 に示
した全量の 4,560 t-CO2eq
/年）

消化液の肥料化

植物工場

既存の消化液の堆肥化（通気性撹拌）と同等のエネ

既存の消化液の堆肥化（通

ルギー消費量で 4 倍のリン濃度の肥料が生産できた

気性撹拌）と比較し、肥料

場合

重量当たり 1/4 となる。

新規に植物工場を建設した場合（CO2 利用無し）と

CO2 を利用しない植物工

比較し、1.5 倍の収量が取れた場合

場と比較し、トマト重量あた
り、2/3 となる。
（冬春トマト生産の場合、温
室効果ガス排出量は、約
1.0 t-CO2/t-トマト（白木ら
2008））

海藻工場

新規に海藻工場を建設した場合（CO2 利用無し）と

CO2 を利用しない海藻工

比較し 1.5 倍の収量が取れた場合

場と比較し、海藻収量あた
り、2/3 となる。

（8）事業性評価・規制の改革・各ステークホルダーとの調整
・ グループリーダー
青山 知弘(愛知県東三河建設事務所 課長補佐)
・ 参画機関、協力機関
参画機関：愛知県
・ 目標
循環型社会の構築や地球温暖化防止対策の推進が社会的に求められていることを背景に、愛知県
が管理する豊川浄化センターでは、下水汚泥利用の高度化・多角化・既存設備の有効活用、エネルギ
ー使用量の削減が課題となっている。そこで、以下の項目について検討する。
1) PFI 事業による消化システム導入の事業性評価
2) 下水汚泥と他のバイオマスの一体利用に関する社会的隘路の明確化
3) 新技術導入や制度改革に向けたステークホルダーの合意形成
・ 成果
1) ＰＦＩ事業による消化システム導入の事業性評価
平成 23 年度までに、愛知県および流域関連 4 市（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市）の下水道部局と
廃棄物部局からなる「豊川流域下水道バイオマス利活用検討会議」において、豊川浄化センターにある
休止中の消化槽と消化ガスタンクを再稼働させる事業の経済性、環境性に関して議論し、事業化の価値
があると結論を得た。現在は、実証試験によって得られたデータを参考にし、PFI 手法により実施を予定
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している消化システム導入事業の事業者選定の技術評価項目を検討している。
2) 下水汚泥と他のバイオマスの一体利用に関する社会的隘路の明確化および、3) 新技術導入や制度
改革に向けたステークホルダーの合意形成
本プロジェクトにおいて整理された社会的隘路をベースとして、愛知県では、東三河振興ビジョンを平
成 25 年 3 月に策定した。この中で、重点的な施策の方向性の一つとして地域を支える社会基盤の整備
を掲げ、再生可能エネルギーの導入拡大を主な取り組みとしている。今後、豊橋技術科学大学、（財）下
水道新技術推進機構、（財）名古屋産業科学研究所、県の下水・環境部局、関係市の下水・環境部局で
組織する検討会議を開催し、課題の解決手順と事業化スケジュールを示したロードマップを作成すること
を検討している。
5．実施体制について
（1）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
本プロジェクト全体の研究体制は、図Ⅰ-1 に示した通りである。加えて、各研究グループの研究担当
者を表Ⅴ-5-1 に示す。加えて、実証試験場には、水熱処理および嫌気性消化槽の運転を担当する研
究員 1 名を当てている。
研究グループ 3 の嫌気性消化処理により発生する CO2 を用いた次世代海藻工場の実証において、
名古屋市にある参画機関のひとつであるフルハシ EPO は、将来構想に、東三河地域において成果の活
用・展開を視野に入れていることから、研究員 1 名を豊橋技術科学大学に配し、当該研究プロジェクトに
取り組んでいる。
研究グループ 5 の廃棄物およびバイオマス利活用の策定と実証において、採択当時（平成 23 年度）
は、参画機関として名古屋大学であった。しかしながら、担当教員が平成 24 年度後半は、豊橋技術科学
大学、平成 25 年度からは大正大学（東京都）へ移動した。このため、研究グループとしては内容も担当
者も変更がないが、参画機関の変更があった。ただし、計画通り社会実験等実施する母体としての市民
部会（ステークホルダー会議）を発足させており、また、豊橋技術科学大学に所属する行政など大学外組
織の窓口を担当する研究員（Ⅳ．自己評価に記述）もこの部会に参加しているので、遠方への移動後も、
引き続き問題なく社会実験の準備が進められている。
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表Ⅴ-5-1 各研究グループの実施体制表
研 究 項 目
1. 下水汚泥の高品位肥料化の実証

担当機関等
豊橋技術科学大学

研究担当者
◎熱田 洋一
（特任助教）
山田 剛史
（助教）

2. バイオガスの有効利用方法開発

豊橋技術科学大学

◎松本 明彦
(教授)
熱田 洋一
（特任助教）

3. 嫌気性消化処理により発生する CO2 を
用いた次世代海藻工場の実証

フルハシ EPO 株式会社

◎前田 雅之

研究開発室

竹内 大樹
高木 直人

4. 発電時に発生する CO2 および熱を用いた

豊橋技術科学大学

太陽光型植物工場の実証

◎三枝 正彦
(特任教授)
東海林 孝幸
（講師）
佐合 悠貴

5. 廃棄物およびバイオマス利活用の

大正大学 人間環境学科

策定と実証

6. 熱エネルギー有効利活用方法の策定と実証

◎岡山 朋子
(准教授)

豊橋技術科学大学

蒲原 弘継

豊橋技術科学大学

◎滝川 浩史
(教授)
熱田洋一
（特任助教）
蒲原 弘継

７. CO2 排出量低減および

豊橋技術科学大学

◎蒲原 弘継

愛知県東三河建設事務所

◎青山 知弘

カーボンオフセット事業の策定
8. 事業性評価・規制の改革・
各ステークホルダーとの調整

（課長補佐）
愛知県環境部資源循環推進課 山本 純
（課長補佐）
愛知県建設部下水道課

野田 峰憲
（主任主査）

◎ 研究代表者
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（2）研究運営委員会等会議の開催状況
研究運営委員会委員一覧
氏名

所属機関

役職

◎榊 佳之

豊橋技術科学大学 学長

委員長

（総括責任者）
角田 範義

豊橋技術科学大学 副学長

副委員長

（副総括責任者）
加藤 嘉彦

愛知県東三河総局 総局長

渡邉 修（代理：宇都木 悟）

愛知県環境部 技監

村澤 勇一

愛知県東三河建設事務所 所長

松井 孝悦

東三河産業創出協議会 会長

白坂 敬之介

株式会社 サイエンス・クリエイト

運営委員

常務取締役
◎研究運営委員長
運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
準備会（平成 24 年 2 月 21 日）
議題： 運営委員についての議論、プロジェクトの進捗状況、来年度の予定
第一回（平成 24 年 9 月 11 日）
議題： プロジェクトの進捗状況の報告
第二回（平成 25 年 3 月 21 日）
議題： 実証試験場の見学、プロジェクトの進捗状況の報告、来年度の予定
(b) 研究成果報告会
内部事業進捗説明会（平成 24 年 6 月 11 日）
議題： プロジェクトの進捗状況の報告
第一回運営協議会（平成 24 年 11 月 29 日、12 月 27 日）
議題： 本プロジェクトの概要と進捗状況の報告
トマト収穫記念式（平成 24 年 6 月 10 日）
議題： 県知事および各市長、市民を招いたセレモニー、トマトの試食会
(c) 研究連絡会
第一回嫌気性消化および高品位堆肥化部会（平成 24 年 6 月 28 日）
議題： 本プロジェクトの概要と進捗状況の報告、実証試験場見学
第一回行政部会（平成 24 年 6 月 28 日）
議題： 本プロジェクトの概要と進捗状況の報告、愛知県事業の報告、実証試験場見学
第一回海藻部会（平成 24 年 9 月 26 日）
議題： 本プロジェクトの概要と進捗状況、今後の予定
第一回生ごみ分別収集社会実験実行委員会（平成 25 年 3 月 22 日）
議題： メンバー紹介、趣旨説明、実証試験場見学
第一回農業部会（平成 25 年 3 月 25 日）
議題： 植物工場と吸引式堆肥化装置の説明および研究成果報告
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第二回生ごみ分別収集社会実験実行委員会（平成 25 年 4 月 26 日）
議題： 全体スケジュール、生ごみ収集方法について
第三回生ごみ分別収集社会実験実行委員会（平成 25 年 5 月 24 日）
議題： 生ごみ収集方法、協力世帯の募り方について
（3）所要経費の使途
[雇用した事業担当職員]
熱田洋一(平成23年10月～)：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、実証試験場全体の管理、水熱反応、
嫌気性消化、堆肥化、バイオガス精製、発電など
蒲原弘継(平成23年10月～)：物質・エネルギーフロー解析、LCA、事業採算性の評価、
カーボンオフセットの検討、地元自治体との調整など
佐合悠貴(平成24年4月～)：植物工場、堆肥化など
内田あゆ美(平成24年4月～)：実証試験場の設備運転管理責任者
岡山朋子(平成24年10月～平成25年3月：地域バイオマス利活用計画の策定、
家庭系生ごみの分別・収集、制度的隘路の取りまとめ
前田雅之（平成23年9月～）：次世代海藻工場の実証研究および統括責任者
（試験プラント設計調査、培養試験、市場調査等）
高木直人（平成23年9月～）：次世代海藻工場の実証研究主担当
（試験プラント設計調査、培養試験、市場調査等）
原昭子

(平成23年9月～平成24年3月)：海藻工場の実証研究補佐
（市場調査等）

毛利茂貴 （平成24年4月～平成25年3月）：海藻工場の実証研究補佐
（海藻工場の実証試験全体システム検討等）
[雇用した事業補助者]
人数：パート雇用4名、学生バイト10名
作業内容：実証試験場の設備運転補助、各種化学分析補助、データ整理等
[他の競争的資金による取組みとの連携]
下記の補助金を得て吸引通気式堆肥化装置の可能性調査を行った。
農林水産省 農山漁村6次産業化対策 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業(FS)
「吸引通気式技術および新規管理技術を用いた食品廃棄物の高品位堆肥化」
(概要) 本吸引通気式の堆肥化技術は、家畜糞尿処理を目的としてため、食品廃棄物などへの適用がな
されていなかった。そこで、これらの食品廃棄物や汚泥などに対して適用可能であることを示した。ま
た、新たな管理方法を導入し、これまで担当者の経験に基づく製造管理技術に合わせて、客観デー
タにより管理が行えることを示した。
（4）情報発信 （アウトリーチ活動等）について
本プロジェクトは、初年度から実証試験をはじめており、主に実証システムの設計、施工、運転に取り
組んできた。このため、主に学会発表および学術論文誌の解説論文、一般向けのシンポジウム、セミナ
ー、地域のお祭り等に積極的に出展し、情報発信を行ってきた。特に、愛知県や協力機関の市が毎年
開催している下水道の日（9 月 10 日）にちなんだ下水道キャンペーンの一環で行った「ふるさと満喫まつ
り 2012」に出展したイベントでは、1 日に約 300 人の市民の方がブースに訪れた。このような広報活動を
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通じて、実証試験場には、これまでに合計約 500 人の見学者が来ている。また、プロジェクトの採択時か
ら、新聞報道などが行われ、2013 年 6 月 10 日に行われたトマト収穫記念式では、多くの報道がなされた。
これらの成果は常にプロジェクトのホームページを通じて公表している。
（5）研究成果の発表状況
1）研究発表件数
原著論文発表

左記以外の

（査読付）

誌面発表

国

内

該当なし

国

外

該当なし

合

計

該当なし

6

口頭発表

合計

件

8 件

14

件

該当なし

5 件

5

件

13 件

19

件

6

件

※ 国内の出版社の英文誌は「国内」とする。
※ 国内で開催された国際会議は「国外」とする。
2）特許等出願件数：
(１) 水熱処理装置、特願 2013-199322
出願人：フジムラインベント株式会社、国立大学法人豊橋技術科学大学
発明者：長谷川 克久、杤本 信彦、大門 裕之、熱田 洋一
(２) 有機物含有廃棄物の処理方法と処理システム、特願 2013-260816
出願人：フジムラインベント株式会社、国立大学法人豊橋技術科学大学
発明者：長谷川 克久、杤本 信彦、大門 裕之、熱田 洋一、神本祐樹

3）受賞等： 1件
（1）熱田 洋一：「環境科学会奨励賞」, バイオマス有効利用システムの評価に関する研究, 公益社団法
人 環境科学会, 2013
4）原著論文（査読付）： 該当なし
5）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Web 等）
【大門裕之准教授講演】
① 講演：「未利用物質（廃棄物）から観る社会とごみゼロ社会の構築に向けて」, 平成 23 年度ごみゼ
ロ社会推進愛知県民会議, 名古屋市, 2011.9.15
② 講演： 「文部科学省 科学技術戦略推進費 バイオマス・CO2・熱 有効利用拠点の構築」, 平成
２３年度海洋バイオマス推進機構勉強会, 豊橋市, 2011.10.19
③ 講演： 「文部科学省 科学技術戦略推進費 バイオマス・CO2・熱 有効利用拠点の構築」, ６C ク
ラブ勉強会, 豊橋市, 2011.11.11
④ 講演：「バイオマス・CO2・熱 有効利用拠点の構築」, INCHEM TOKYO(インケム 東京）2011 先端
材料展, 東京都, 2011.11.17
⑤ 講演：「バイオマスに関する最新動向 文部科学省 科学技術戦略推進費「バイオマス・CO2・熱
有効利用拠点の構築」を基に」, NPO バイオものづくり中部 環境分科会, 名古屋市, 2011.11.24
⑥ 講演：「バイオマス・CO2・熱 有効利用拠点の構築」, 第二回東三河塾, 豊橋市, 2011.11.25
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⑦ 講演：「下水処理場バイオマスパーク化計画」, FS 研究課題・研究会 産業総合技術研究所中部
センター, 名古屋市, 2011.12.26
⑧ 講演：「下水処理場バイオマスパーク化構想に基づく産学官民・農商工観連携による地域活性化」,
東三河産学官交流サロン, 豊橋市, 2012.2.14
⑨ 講演：「産学官・農商工観連携によるバイオマスパーク化構想」, 中部異業種間リサイクルネットワ
ーク協議会, 名古屋市, 2012.2.23
⑩ 講演：「農商工観連携を目指すバイオマス・パーク実証試験」, 産学官マッチング会 in 豊橋 2012,
豊橋市, 2012.3.9
⑪ 講 演 ： 「バ イオマ ス・ パーク 実証 試験 」 , た はら畜産 系 バ イオマ ス利活 用研究 会 , 田 原市 ,
2012.3.27
⑫ 講演：「バイオマス・CO2・熱を有効利用する拠点形成について」, 植物工場開発・普及研究会キッ
クオフセミナー, 豊橋市, 2012.4.24
⑬ 講演：「下水処理場における産学官民・農商工観連携による新たな試み」, 第 12 回名古屋駅前イ
ノベーションハブ技術シーズ発表会, 名古屋市, 2012.5.29
⑭ 講演：「豊川バイオマスパークによる社会のパラダイムシフト」, 第 3057 回豊橋ロータリークラブ,
豊橋市, 2012.5.31
⑮ 講演：「地域・産学官民・農商工観連携による下水処理場バイオマスパーク化構想」, 平成 24 年度
下水道セミナー, 浜松市, 2012.6.22
⑯ 講演：「広域・産学官民・農商工観連携による豊川バイオマスパーク化実証事業」, 循環ビジネス
創出会議～地域内で取り組む愛知のゼロミッション～, 名古屋市, 2012.9.18
⑰ 講演：「循環資源の活用による再生可能エネルギーと地域活性化を考える」, 第 56 回生活と環境
全国大会 特別シンポジウム, 名古屋市, 2012.11.1
⑱ 講演：「パラダイムシフトによる下水処理場のワンダーランド化 ～下水処理場でつくった野菜と海
藻は商品となるか？～」, 新城市生涯学習市民大学, 新城市, 2012.11.24
⑲ 講演：「プロジェクト「バイオマス・ＣＯ2・熱有効利用拠点の構築」の経過」, 一般財団法人 海洋バ
イオマス推進機構 報告会, 豊橋市, 2013.3.8
その他、2 件
【岡山朋子准教授講演】
① 講演：戦略推進費提案プロジェクト「バイオマス・CO2・熱有効利用拠点の構築」における「豊川バ
イオマスパーク構想」, グリーンエネルギーシステム実証研究会（第７回）, 名古屋市, 2012.10.11
② 講演：戦略推進費提案プロジェクト バイオマス・CO2・熱有効利用拠点の構築 豊川バイオマスパ
ーク構想〜食品リサイクルの観点から〜, 豊橋商工会議所議員昼食会, 豊橋市, 2012.12.14
③ 講演：戦略推進費プロジェクト バイオマス・CO2・熱有効利用拠点の構築 下水処理場におけるメ
タン発酵・バイオガス発電事業 豊川バイオマスバーク構想, 平成 24 年度廃棄物資源循環学会
東海・北陸支部 市民フォーラム・総会, 名古屋市, 2013.3.9
④ 講演：豊川バイオマス構想〜食品リサイクルの視点から〜, ネットワークせとっこエコライフ講座,
瀬戸市, 2013.3.16
【一般公開セミナー・展示会】
① ブース出展：「アジア太平洋異分野融合研究国際会議」, 豊橋市, 2011.11.17-18
② ブース出展：「豊川おいでん祭り 2012」, 豊川市, 2012.5.26-27
③ ブース出展：「食農産業クラスター推進事業交流会」, 豊橋市, 2012.7.2
④ 一般公開セミナー：「親子下水道教室」, 豊橋市, 2012.8.20
⑤ ブース出展：「下水道の日キャンペーン活動：のんほいルロットしんしろ軽トラ市」, 新城市,
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2012.9.23
⑥ ブース出展 ：「下 水道の日キ ャン ペーン活動 ： 豊川市 ふるさと 満喫まつ り 2012」 , 豊 川市,
2012.9.29
⑦ ブース出展:「工学フォーラム 2012」, 名古屋市, 2012.10.20
⑧ ブース出展：「第 56 回生活と環境全国大会」, 名古屋市, 2012.11.1-2
⑨ ブース出展：「平成 24 年度科学技術戦略推進費シンポジウム：気候変動対策の新しい挑戦－社
会システム改革による複合的な課題解決－」, 東京, 2012.11.16
【Web 公開】
① Web 公開：「下水処理場のバイオマスパーク化に向けた社会実証実験」,
http://www.mirai-kougaku.jp/eco/pages/130125.php, 2013.1.25
② Web 公開:「バイオマス・CO2・熱有効利用拠点の構築」,
http://water.ens.tut.ac.jp/cnp/index.html
６．社会システムとの関連性
（1）社会システム改革の実現性
現状の焼却主体の廃棄物系バイオマス（生ごみと下水汚泥）の中間処理を、メタン発酵・混合消化・バ
イオガス利用という処理に変更していくにあたっては、法制度上の隘路がある。さらに同じ自治体内であ
っても環境部署と上下水道部署の連携による合同事業とする必要がある。また本プロジェクトにおいては、
県の管轄する下水処理場の産業廃棄物（以下、産廃）と、市が処理主体である一般廃棄物（以下、一廃）
である生ごみを県の下水処理場で混合処理することになり、二重の意味でハードルが高い。しかし、自治
体内の複数部署連携、および自治体の枠をまたいだ処理連携が構築できれば、近隣自治体間の広域
の循環型社会構築に向けた新しい廃棄物処理システムが展開できよう。
これは科学技術的な問題ではなく、制度的隘路によって社会システム改革が難しい現状において、そ
の隘路が克服できれば実現できるものである。従って、本プロジェクトが提案する社会システムのほうが、
現状システムよりも費用対効果が高く、利便性や安全性を損なわず、環境負荷が少なくなるということを
実証できれば、今後社会的合意を得て実現していくものと考えられる。
また、下水処理場というフィールドにおいて、下水処理場から得られる再生水や CO2、下水汚泥を有効
利用する本プロジェクトの要素技術パッケージは、コンパクトにまとまって廃棄物処理から農産物生産、
堆肥生産までを一括して行うことができる構想である。制度的隘路が克服できれば、このパッケージ事業
の水平展開も実現可能性は高い。
（2）地方公共団体と実施対象地域
本プロジェクトのフィールドは愛知県が管轄する豊川浄化センターである。従って、プロジェクトのカウ
ンターパートは愛知県である。また、豊川浄化センターは豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市の 4 市の汚
水を処理する広域下水処理場である。そのためプロジェクトを進めるにあたり、関係 4 市との連携は必要
不可欠である。特に豊川浄化センターは豊橋市に位置しているため、豊橋市は主たるステークホルダー
である。さらに豊橋市に隣接する田原市も、将来的に豊橋市および田原市での一廃広域処理が見込ま
れるため、本プロジェクトに関係する自治体である。
これより、実施対象地域は愛知県豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市となり、これはいわゆる東
三河地域である。
（3）制度的隘路
本プロジェクトは、遊休地の多い豊川浄化センターにおいて、下水汚泥と生ごみを嫌気性消化すること
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でバイオガスを発生させ、そのバイオガスによってエネルギーを生み出し（発電）、またバイオガスに含ま
れる CO2 あるいは発電時に発生する CO2 を野菜栽培および海藻養殖の促成栽培に生かし、さらに消化
汚泥から堆肥をつくるというパッケージ事業である。
本プロジェクトを社会において実装するにおいては、多くの制度的隘路が存在する。これらの隘路の克
服がなければ、本プロジェクトのめざす社会システムの改革にはつながらない。表Ⅴ-6-（3）-1 にまとめた
隘路を概説する。
表Ⅴ-6-（3）-1 の 7 つの隘路のうち、⑤以外のすべては廃棄物処理法（廃掃法）に関係する隘路である。
特にこのうち①②③は、基本的に廃棄物が一般廃棄物（一廃）と産業廃棄物（産廃）に区分されているこ
とに伴う隘路である。また④⑥⑦は自治体による許認可における隘路である。
また、⑤⑥⑦はともに建築基準法に関係する隘路である。
1） 廃掃法に関する一廃と産廃の混合処理の隘路
一廃は、基本的に地方公共団体の固有事務であり、従って自区内処理を原則としている。廃棄物
処理責任は基本的には排出者にあるが、各家庭等から排出されるごみの処理については自治体が
その行政サービスとして処理を代行しているものと解釈されている。
一廃は産廃でないもの（廃掃法第 2 条第 2 項）であり、本プロジェクトにおいては、下水汚泥は産廃、
生ごみは一廃に区分される。一廃の主に収集運搬は当該自治体が収運許可をした事業者だけが実
施でき、また中間処理もおよび最終処分も、当該自治体が建設した施設あるいは許可した施設での
み実施できる。
愛知県が管理する豊川浄化センターにおいて、一廃である生ごみ（事業系、家庭系）の嫌気性消
化処理を行う場合、立地する豊橋市の廃棄物処理法第 7 条 6 項の一般廃棄物処理業（処分）の許可
を得る必要がある（①②）。また、同じく生ごみから堆肥をつくる、あるいは下水汚泥と生ごみを混合し
て嫌気性消化した後の消化汚泥から堆肥をつくるような場合でも、途中の積み替えの許可、中間処
理業許可が必要となる（⑥）。またいずれの場合も生ごみの収集運搬は業許可を得た事業者のみが
原則的に実施しなくてはならず、例えば大学や愛知県といった実施主体が豊橋市の許可なく生ごみ
の収集運搬をすることはできない。さらには、5 t 超／日の処理能力施設の場合、同法第 8 条の施設
許可を豊橋市から得る必要があり、建設基準法 51 条但書許可が必要となる（⑦）。この実施主体が一
般廃棄物処理業の業許可を得ることができないと、食品リサイクル法における登録再生事業者の登
録を受けることもできない（③④⑥）。
隘路の克服としては、豊川浄化センターのメタン発酵施設が豊橋市における業許可を得て、あわせ
て食品リサイクル法上の登録再生事業者となると廃掃法上の特例が認められる。しかし豊橋市におい
ては自区内の廃棄物処理中間施設および最終処分場に余裕がないわけではないので、他の事業
主体に許可を出すことは難しい。また、食品リサイクル法上のリサイクル施設となった場合でも、豊橋
市外からのごみの移入については自治体間協議が必要である。
2） 建築基準法に関する野菜工場における農作物生産の隘路
本プロジェクトにおける野菜工場に関する隘路は、農地以外への野菜工場の設置である。野菜工
場の農地外での建設は、自治体によって対応が異なるが農業用設備として認められない。しかしな
がら、農業用設備ではなく建築物とみなされた場合、税負担が大幅に増加し、また建築基準法上の
各種規制対象となる。さらに農業関連の各種補助支援の対象外となる。現在、日本の農業において
は、これ以上の費用（税金）が必要となり、また補助金がなくなった場合は、事実上採算性はなくなり、
従って業として成立しなくなるのが現状である。下水処理場の再生水や CO2 を有効利用できる大規
模な野菜工場は、下水処理場の遊休地の有効利用法として期待されるが、この法制度によって事業
採算性が乏しくなる。
一方、農地に設置した場合には、通常の温室であれば農業用設備として設置可能であるが、高度
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な施設を建設することは困難となる。ただし、この隘路については、そもそも農業という産業が補助金
なくして成立し得ない現状を浮き彫りにしたものである。建築基準法が農業生産の隘路になっている
と分析する以前に、我が国の農林水産業の構造を見直す必要があろう。
上記隘路の克服としては、税負担の増加や農業系の補助金を得なくても成立する経営を検討する
ことになる。例えば障害者自立支援法第 84 条に基づく障害者自立支援施設として建設できれば、人
件費については補助が受けられることになる。ただしこの場合は、野菜工場が障害者自立支援施設
の設備及び運営に関する基準を満たせるかどうかが、さらなる隘路となる。
また、やや挑戦的な隘路の克服としては、浄化センターの空き地部分を全面的に農地利用すること
も考えられる。農地法においては農地利用されているところが農地であり（現況で判断され登記簿上
の地目に関係ない）、その使用転用（農地転用）には制限がある。しかしながら、農地でない場所を農
地利用することについては同法上の制限はない。従って、浄化センターを農地として利用する実績を
得たあとで、野菜工場を農業用設備として設置することも理論上は可能であろう。
表Ⅴ-6-（3）-1 当プロジェクトの社会実証および関連する社会システム改革実現における隘路
社会制度隘路
①

関係府省（法令等）

下水処理場における食品廃棄物（生ごみ）の混合処理
－産業および一般廃棄物の受入

②

③

下水汚泥処理施設における一廃処理業許可の取得

環境省（廃掃法）

自治体を跨いだ一般廃棄物の収集運搬の規制緩和

環境省（廃掃法）、農水省・環境省（食

－特に食品廃棄物（生ごみ）について
④

⑤

品リサイクル法）

食品リサイクル法による再生利用事業者認可の推進
植物工場・海藻工場の農業施設としての扱い
－建築基準の規制緩和

⑥

環境省（廃掃法）

環境省（廃掃法）、
農林水産省(食品リサイクル法)
国土交通省（建築基準法）

汚泥の脱水施設、積み替え施設、堆肥化施設等のバイ
オマス資源の循環を行う廃棄物中間処理施設の設置許

環境省（廃掃法）、

可の柔軟化

国交省（建築基準法）（都市計画法）

－特に市街化調整区域において
⑦

廃棄物処理施設に係る建築基準法第 51 条の適用の規
制緩和

国土交通省（都市計画法等）、

－リサイクル促進に寄与する廃棄物処理業者への過度
な負担の軽減

出典：第 4 回社会実証戦略委員会提出資料
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環境省（廃掃法）

Ⅵ．今後の計画
1．実施期間終了後における取組みの継続性・発展性
（1）豊橋技術科学大学
実施期間のうち、後半の二年半で各要素技術を現場にて実証試験を行う。これに伴い、事業性や課
題を精査し、情報発信を積極的に行う。また、複合システムの優位性と可能性を示すことにより、制度的
隘路克服の道筋を示す。現在の実施体制の全てがこの体制で継続されることはない。しかし、引き続き
豊橋技術科学大学が要となり、各研究グループおよび自治体と連携し各研究グループにて要素技術に
基づいて事業化を進める。既に、将来に向けた外部資金の獲得にも励んできており、実施期間終了後を
見据えた体制は継続される。一方、各研究グループには担当企業が属し、既に、要素技術の事業化を
見据えた取り組みを進めており継続性およびその発展性が高い。
（2）フルハシ EPO 株式会社
現状の実証試験課題から、海水の温度、品質の安定性が求められる。各研究機関へのヒアリング調査
等から、海洋深層水、もしくは地下海水の利用できるエリアでのさらなる商業化に向けた発展性がある。
（3）大正大学
本サブテーマ研究において実施する社会実験は、生ごみを分別して収集し、下水汚泥と混合消化す
るというごみ処理システムを提案するものである。豊橋市においては実際にこの事業が実施されることが
決定しており、本研究は実際の市の事業に知見を供するものでもあり、提案システムは実装される。
また、本研究で実施した市民部会（ステークホルダー会議：市民参加型会議）は、産官学民のパートナ
ーシップを涵養し、人材を育成し、当該地域のソーシャルキャピタル（ソーシャルキャパシティ）を醸成す
るものである。本研究を通じて醸成されたソーシャルキャパシティは、今後の当該地域の循環型社会構
築に資するものである。
2．波及効果と普及発展
（1）豊橋技術科学大学
申請当初から、今回の研究成果を活用し政策に反映させる目的のために行政との連携を強く持ち事
業を進めてきている。各行政は、既に、個別で将来計画を立てており今回の研究成果に注目をしている。
他地域への導入状況としては、国内外において、既に、設備導入の契約に近い段階から関連事業運営
会社の設立、現地との意見交換、現地調査段階まで広範囲に亘って取り組んでいる。下水処理場を見
直し有効活用する社会的な流れが出来つつありこの研究成果でそれが加速されるに違いない。この事
業においても、研究計画にはないが、既に、新産業の創出に向けた取り組みを進めている。さらに、複合
システムの考え、廃棄物収集・処理からエネルギー回収、農作物生産までをパッケージ化し事業を展開
すること。そして、我が国の廃棄物に対する高い理念や哲学、そして文化を輸出して行くことは、国際社
会における日本の存在感を高める。加えて、既に、国内で完成されつつある技術をあらためて導入する
地域の事情に合わせ科学する技術科学外交は、日本の持続性を高める波及効果があると期待してい
る。
（2）愛知県
ここでの実験の成果は、愛知県がＰＦＩ手法を用いて事業化を予定している豊川流域下水道バイオマ
ス利活用事業において、バイオガス、消化汚泥、消化液の品質を規定する要求水準書の基礎データとし
て利用されている。また、今後行われるＰＦＩの提案評価においても利用される予定である。
また、愛知県東三河県庁が進める東三河振興ビジョンの主要テーマ「再生可能エネルギー事業」の検
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討にあたっても、バイオマス利活用計画の策定に向けて、技術課題や制度的隘路の情報提供を行う予
定である。
（3）フルハシ EPO 株式会社
四方を海に接しているわが国では、多種多様の藻類が産出し、それに付随した産業も数多く存在する。
そのためには、地域のニーズを拾い集めること、地域の核となる大学、水産試験場などの研究機関、地
場企業などが一体となって、独自の一貫システムを構築することが重要であると見られる。日本国内にお
いて事業化ならびに地域活性化を視野に入れ、実用的な藻類系バイオマスの増殖技術や利活用技術
を創出する必要がある。
（4）大正大学
本研究が提案する生ごみ分別収集・下水汚泥混合消化システムは、すでに社会において実装される
段階にある。従って今後の他地域への展開にあたっても十分に実効性を担保できる。今後は、同システ
ムの水平展開も期待される。また、当該地域においては、一廃の自区内処理の原則を超えて、廃棄物系
バイオマスのエネルギー化を主軸とした広域処理システムに発展していくことが期待される。また将来的
にその可能性は大きい。

48

