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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） 平成 23～25 年度
大西 隆（学長） 平成 26～27 年度

■研究代表者名（所属・役職） ： 大門 裕之（豊橋技術科学大学・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 557.3 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 25～27 年度）、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、フジムライ
ンベント（株）、（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、スフィアエンジニアリング（株）、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 :

愛知県豊橋市（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）

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、下水汚泥およびその他のバイオマス（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、バイオガス中
の CO2 を海藻工場に、バイオガスにより発電を行いその際に発生する CO2 と熱を隣接する植物工場に利
用する。このシステム全体を豊川バイオマスパークと呼ぶ（図Ⅰ-1）。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。

図Ⅰ-１ 豊川バイオマスパーク
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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、その優位性を示した。各省庁・自治体を跨いでの取り組みとなる本
プロジェクトは、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 1 年目には、下水汚泥処理実証試験装置を設置した。1 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。3 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。4 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、地域住民の理解を深める。
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、運営委員会お
よび連絡会議を運営することにより、研究の方針策定およ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、そして有識者で構成する「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保ちながら進
めて行くことができると考えた。また、全関係機関は、愛知県内（主に東三河地域）に存在していることから、
効率的に連携して実施することが容易であった。

図Ⅰ-2 本プロジェクトの実施体制（平成 27 年 4 月現在）
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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強く推進している地域である。また、豊橋市
は全国各地へ輪を広げた 530（ゴミゼロ）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」等の運営を通じて各地域にてお互い
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、本プロジェクトに対し、それぞれにメリットを認識し、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した。
6．社会システムとの関連性
気候変動対策として、下水汚泥を含む含水率の高い廃棄物系バイオマスの焼却量を低減させ、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した。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した。
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る熱
を場内で利活用する取り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。
8．中間評価コメント
愛知県、周辺市町村及び関連企業との緊密な連携のもとに、豊川浄化センターを中心として循環型下
水処理、廃棄物処理から高品位肥料・液肥、バイオガス、野菜・海草の生産に至る複合的な資源循環シ
ステムの事業化に向けた取り組みが、全体としてほぼ計画通りに進められている。また、低炭素型資源循
環システムの構築だけでなく、これらの取り組みを地域の活性化を図るための環境観光資源として活用
するという試みは評価できる。しかしながら、個別の観点からは汚泥処理における水熱処理の必要性・効
率性、CO2、熱、バイオマスを利用する植物工場でのトマト生産及び海藻工場での海藻生産等の事業性
の検討等各要素技術に関して課題が残るとともに、本システム全体としてのエネルギー、CO2、費用の収
支の見積りが不十分である。今後これらの改善に取り組み、要素技術の改良と共にシステム全体としての
低炭素化、効率化を図り、所期の目的を達成することを期待する。
・進捗状況：各種の設備の設置が終わり、予備実験も計画通りに進捗していることから、所期の目標に達
していると評価できる。今後は、植物工場や海藻工場が事業として成立できるよう、製品の安全性や品質、
経済性など総合的な視点での評価に基づく実証実験の推進を期待する。
・研究プロジェクトの有効性：下水汚泥の活用、食品生産等を組み合わせたゼロエミッションシステムを目
指している点は評価できるが、例えば、水熱処理を用いるとエネルギーの使用量が増加するなどの例もあ
るので、今後、各要素技術およびシステム全体を通して、エネルギー、CO2、費用の収支を正確に見積も
り、プロジェクトを推進する必要がある。
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・実施体制等の有効性：愛知県および市町村と連携し、一般の市民も巻き込んだ取り組みになっている。
また、各参画者の実施内容は明確にされており、適切に運営されていることから、実施体制は有効に機
能していると評価できる。市民部会が組織化され、生ごみの分別のあり方などの検討が開始されているが、
生ごみ処理をこのシステムに組み込むことは、運用の経済的改善と社会への還元において不可欠であり、
その成果を期待する。
・継続性・発展性の見通し：「制度的隘路」を克服するための方策に関して具体像を検討する必要がある。
また、下水汚泥中の重金属の含有量などは地域によって条件が異なるため、地域の特性を明確にすると
ともに、他の地域にどのように普及を図るかについては、課題を明確にして取り組む必要がある。
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、3 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 1 年目には、下水汚泥処理実証試験装置を設置する。2 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。3 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け入れる実証試験を始める。それぞれ、3 年目の達成目標として、含有率 20％リ
ン肥料（市場品相当）の製造、10a 当たり年間 30 トンのトマトと通常より 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。4 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り組み
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
料自給率の向上、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重要となる。
（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、食料品国内自給率の
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、各省庁間およ
び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。
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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。
Ⅲ．所要経費
１． プロジェクト全体の所要経費
（単位：百万円）

23年度
確定額

補助対象経費
１．設備備品費

24年度
確定額

25年度
確定額

26年度
確定額

27年度
執行額

備考

54.6

122.1

82.4

18.5

40.1

9.7

30.0

24.7

21.4

22.7

8.5
(5名)
1.2
(5名)

27.6
(7名)
2.4
(9名)

17.5
(7名)
7.2
(9名)

13.1
(3名)
8.3
(11名)

12.8
(3名)
9.9
(8名)

３．事業実施費
(1)消耗品費

7.5
6.2

16.1
10.2

36.9
29.1

24.8
18.5

45.8
10.3

(2)旅費

1.1

2.1

1.9

1.1

1.3

(3)その他

0.2

3.8

5.9

5.2

34.2

0

0

－

－

－

71.8

168.2

144.0

64.7

(0.8)

(1.1)

(1.5)

(0.4)

２．人件費
(1)事業担当職員
(2)補助者

４．環境改善費
計
(内、自己資金)

補助対象外経費

0.0

0.0

0.0

108.6 総計557.3
(3.2)

0.0

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）
（a）
設備備品費

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

（g）

（h）

合計

194.1

3.5

39.8

53.6

0.0

26.7

0.0

0.0

317.7

人件費

42.3

11.0

15.6

25.7

1.0

0.4

12.5

0.0

108.5

事業実施費

48.5

7.4

22.2

35.8

8.9

6.6

1.7

0.0

131.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

284.9

21.9

77.6

115.1

9.9

33.7

14.2

0.0

557.3

間接経費、環
境改善費
計
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(7.0)

【購入金額 5 百万円以上の設備備品名：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(a)
② グリーンハウス：2012 年 11 月、11.9 百万円、研究グループ(d)
③ 水熱反応システム：2013 年 1 月、59.9 百万円、研究グループ(a)
④ 海藻培養システム：2013 年 3 月、 25.9 百万円、研究グループ(c)
⑤ 吸引通気式堆肥化実験装置：2013 年 9 月、11.8 百万円、研究グループ(a)
⑥ SP クレーン（2t ホイスト）：2013 年 9 月、7.2 百万円、研究グループ(a)
Ⅳ．成果
本プロジェクトを通して、直接／間接的に影響を与えた事業は予想以上に多く、当該事業の目的に添
った事業が展開されている。これらの事は本プロジェクトに於ける波及効果として大きな成果と言える。公
共事業であれ、補助金であれ、民間資本であれ事業性が成立すると見込んでいるため開始しているもの
ばかりであり、どれも義務として行われているものではない。逆に、公共事業においても、補助金において
も事業性が見込めず、かつ、気候変動の適応策や緩和策にもならないものは事業としては展開されない
ものと考えている。
当該補助金の目的（水平展開・波及効果）の一つに添った成果（直接的なもののみ）を下記に挙げるこ
とで目標の達成度を示す。
◆実証試験場である下水処理場（豊川浄化センター）に、気候変動の緩和策となる下水汚泥からバイオ
ガスを生産する実機のメタン発酵システム（発電規模約 500ｋW）が再稼働する（H29 年 2 月、PFI 事業とし
て売電開始）。この事業により、既存の方法と比較し、二酸化炭素排出量を低減することができる。
◆実証試験場である下水処理場（豊川浄化センター）に、気候変動の適応策や緩和策となる下水処理場
の潜在的可能性を活かす大規模植物工場（農林水産省補助事業次世代施設園芸導入加速化支援事
業；約 6ha）を愛知県、豊橋市、豊橋技術科学大学、民間企業等のコンソーシアムにて建設している（H28
年度事業開始）。この事業では、気候変動が起きた場合によっても植物工場では、CO2 排出量を大きく増
加させることなく植物の栽培を行うことができる。
◆実証試験場である下水処理場（豊川浄化センター）に、市民ファンドを活用した気候変動の緩和策とな
る太陽光発電事業（発電規模約 1990ｋW）を建設している（H28 年度売電開始）。この事業では、太陽光
発電を行うことから、化石燃料による発電と比較し CO2 排出量を低減することができる。
◆愛知県飛島村に、気候変動の緩和策となり得る吸引式堆肥化装置（要素技術の一つ）を、参画機関が
愛知県の補助金により設置し事業を開始している。この事業では、従来の堆肥化方法と比較し、CO2 およ
び窒素酸化物が大気へ放出されずシステム内に取り込むことが可能であるため気候変動の緩和策の一
つなる。
◆三重県尾鷲市に、気候変動の適応策となる海藻工場（要素技術の一つ）を、参画機関が移設し、商業
化に向けた取り組み（研究）を継続している。この事業では、気候変動が起きた場合によっても生育条件
を調整することで、ある程度は海藻を生産することが可能である。
◆愛知県豊橋市に、引き続き社会システムの改革に向けた気候変動の適応策や緩和策となる要素技術
の開発と実証を行うために、実証試験場にあった設備を移設し、バイオマス生産と利活用研究拠点として、
複数の参画機関と本学が民間資本にて実証試験に取り組んでいる（今後 5 年間は継続をする予定）。植
物工場での作物生産は気候変動の適応策であり、バイオマスを利活用する要素技術開発は、従来のバ
イオマス処理技術と比較し、CO2 排出量を低減させる効果があることから気候変動の緩和策でありえる。
◆愛知県豊橋市の養豚農家に、気候変動の緩和策となる本プロジェットで開発した小規模メタン発酵シ
ステム（150m３ ×2 基）を民間資本にて導入し、実証試験に取り組んでいる（H28 年 5 月売電開始）。この
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事業では、従来の豚糞尿処理と比較し、温暖化ガス排出量を低減させることができることから気候変動の
緩和策と言える。
◆香川県に、引き続き社会システムの改革に向けた、気候変動の適応策や緩和策となる要素技術の実
証を行うために乾式メタン発酵システムを核とする複合施設を、NEDO バイオマスエネルギー地域自立シ
ステムの事業性評価（第一バッチ）により行い、今後は、NEDO バイオマスエネルギー地域自立システム
化実証事業により、実機の乾式メタン発酵を建設する。豊橋技術科学大学は、検討委員会の座長として
取り組む。この事業では、将来、気候変動の適応策の一つとなり得る植物工場との連動を考えている。
◆青森県に、社会システムの改革に向けた、気候変動の適応策や緩和策となる要素技術の開発と実証
を行うためにバイオマス利活用複合施設を、NEDO バイオマスエネルギー地域自立システムの事業性評
価（第二バッチ）により設置し、JA ゆうき青森、参画機関と共に豊橋技術科学大学が実証試験に取り組ん
でいる。この事業では、気候変動の適応策の一つとなる植物工場や海藻工場の実証試験を行う。
◆中国青梅省西寧市に、気候変動の緩和策となる要素技術の実証を行うためにメタン発酵システムを中
国の民間資本により設置し、参画企業と共に事業化に向け取り組んでいる。この事業では、メタン発酵シ
ステムから得られたバイオガスにて発電を計画しており、その結果、既存のバイオマス処理方法や化石燃
料由来の発電と比較し、CO2 の排出量が低減し気候変動の緩和策となりえる。
◆インドネシアバリ島に、社会システムの改革に向けた、気候変動の適応策や緩和策となる要素技術の
開発と実証を行うためにバイオマス利活用複合施設を設置する計画を現地の関係自治体、団体、研究
所、大学と進め豊橋技術科学大学が中心となり、補助金の獲得に向けた準備を行っている。この事業で
は、気候変動の緩和策となるバイオマス発電および適応策となる植物工場の実証試験を行う。
1. 目標達成度
（1）ミッションステートメントに対する達成度
申請書に書かれているミッションステートメントの概要には、「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、食料自給率の向上、CO2 排出量削減対策、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を解決する一つの手法の提示を行い、他地域の大きな励みとなる
先導的モデル拠点を構築する。」とある。このミッションステートメントに対しては、国内外を含め他地域へ
の波及効果および、愛知県と豊橋市の連携を促進し実証試験場である豊川浄化センターの発展（メタン
発酵システム実機の再稼働、大規模植物工場や太陽光発電システムの設置）や、事業終了後も補助金を
必要とせず民間資本による実証事業の継続ができていることを考えれば、計画以上に目標が達成できた
ものと判断をしている。
採択後、設定をした三つのミッションステートメントに対しては、下記のとおりである。
数値の設定は経済的な採算性、収益性を考慮し、更に技術的に見ても高水準にある値を目標値として設
定した。
ア） 有機肥料として T-P2O5 の含有率で 20％は市販されている合成肥料若しくは骨粉に匹敵する値（農
林水産省資料「肥料の種類」）で有機肥料として最高ランクの含有率であり、堆肥として生産出来れ
ば大きな効果が得られる。
イ） 目標値の設定は、ハウス栽培において 20 トン／10ａ（年間）の収穫があれば農家の経営が成立する
（農水省資料（トマトのハウス栽培事例））事が示されており、その１．５倍の収穫量があれば安定した経
営ができると想定した。また、30 トン／１０ａ（年間）は日本における施設園芸での収穫量としても高水
準で目標値となりうる数値と考え設定した（農林水産統計 H24 年度全国平均 9.4 トン/１０ａ冬春トマト、
4.4 トン/１０ａ秋冬トマト）。
ウ） 使われていなかった CO2 を活用して 2 倍の成長、栄養塩添加し、成長条件を整える事で 2 倍の成長
を想定して目標値とした。収穫量が増す事で事業の採算ベースが上がり、陸上での養殖の可能性が
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増すこととなる（Ⅳ-2-（3）-（c） 「2-3-1 市場調査」参照）。
以下に試験結果を示す。
ア） メタン発酵消化液からリンが 20％含有する肥料の生産
当初の計画に対し、肥料中のリンの含有率に関して定量的なデータが取れず、ミッションステートメント
を達成することができなかった（Ⅳ-２-（３）-（a）参照）。しかしながら、生産をした肥料は、下水処理場にて
露地栽培に用いてプロジェクト実施期間中、複数年に亘り、全く問題なく利用ができている。ただし、現時
点で製品として販売ができる高品位肥料を製造することができたとは考えていない。これについては、下
水汚泥を対象とするものではないが、引き続き実証試験を進める。
イ） トマト（低段密植栽培）年間 30t/10a の実証
試験結果として、当初の計画どおりに、実証をすることができた（Ⅳ-2-（3）-（d）参照）。
ウ） 海藻養殖において通常より 4 倍の収量
試験結果として、当初の計画どおりに、実証をすることができた（Ⅳ-2-（3）-（c）参照）。
中間報告書に挙げているミッションステートメントに対しては、下記のとおりである。
A）制度的隘路の克服策
本プロジェクトにおける、廃棄物処理・バイオマス利活用の観点から考えた制度的隘路の克服策とは、
自治体間および省庁間連携の促進と行政のやる気を高めることの二点と考えている。これに対しては、計
画以上に達成することができた。理由としては、実施対象地域では、愛知県が主導し、当該研究代表者
である大門裕之が座長を務め東三河振興ビジョン、東三河地域の下水処理場を核としたバイオマス利活
用検討会議が開催されている。この会議には、愛知県、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の下
水道関係者のみならず、廃棄物や畜産などの関係者が一堂に集い、下水処理場を核として廃棄物行政
の見直しを進めた。このように、横断的に自治体間の連携を図ることができた。具体的な成果としては、下
水処理場において取り組むことで、様々な優位性や効果を示すことができ、気候変動対策を考慮した実
証試験をメタン発酵システム実機の再稼働、農林水産事業として大規模植物工場や市民ファンドを取り入
れた太陽光発電システムの設置が進んだ。これらは、先導的事例となり、他地域への制度的隘路を克服
するためのひとつの刺激となっている。これらの成果は、自治体行政が有する制度的隘路により実現する
ことは容易ではないが、本事業が刺激やきっかけとなり進めることができた。また、四つの自治体が関係す
る下水処理場であるため、各自治体担当者間の連携を図るためにもバイオマス利活用検討会議の開催
が有効的であった。
B）年次計画、3 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
4 年目に入ったが、採択後、設定をした 3 つのミッションステートメントに対しては上記のとおりである。肥
料以外は、事業性の見通しを付けることができたため、実証試験場である下水処理場に大規模植物工場
が建設され、海藻工場は場所を変え商業化施設を建設した。家庭ゴミは、計画より 1 年早い 3 年目に導入
し効果を検証した。事業後の継続性を確保することができたため実証試験場の設備を全て移設し、新しい
実証試験場にて、全て民間資本にて実証試験を継続することができている。
C）実施期間終了後の取り組み
上記に示してきたとおり、様々なメリットをデモンストレーションすることができ、地域から賛同が得られる
新しい文化（省庁間および各行政区域の連携や下水処理場に大規模植物工場の建設）を例示すること
ができた。実施対象地域では、下水汚泥の処理および地域バイオマスの利活用の先進的な取り組みも
進められている。
D）波及効果・普及展開
本プロジェクトにより、実証試験場となった豊川浄化センターの発展のみならず下水処理場のプレゼン
スの向上という観点においては、佐賀市および福岡市に対して先導的事例になったものと考えている。バ
イオマス利活用や複合技術の観点においては、JA ゆうき青森（NEDO）、香川県（NEDO）、養豚農家、中
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国青海省西寧市、インドネシアバリ島へ、直接的に影響を与えた（参画機関や豊橋技術科学大学が取り
組んでいる）。これらの活動が認められ、平成 26 年度には、国土交通大臣賞 循環のみち下水道賞イノ
ベーション部門を大学として全国で初めて受賞し、平成 28 年度には、文部科学大臣表彰 科学技術賞
科学技術振興部門をバイオマス利活用分野で初めて受賞することができた。
（2）当初計画どおりに進捗しなかった理由
当初計画に対し予算の削減に加え、3年目で事業が中断する可能性があったことから事業規模の縮小、
博士研究員数の削減なども含め研究体制の見直しが必要であったため、年次計画が若干遅れた。
メタン発酵消化液からリン肥料の生産に関して、期間中、実証試験や本プロジェクトの効果を高めるた
め原料、水熱前処理条件およびメタン発酵処理条件を変更しているため、均一な肥料の生産ができず、
定量的な値を得ることはできなかった。事業開始当初、肥料登録をし、連携企業先である農業生産法人に
て実際に利用をしてもらうことを予定していたが、上記の理由により実現することができなかった。また、予
定していた博士研究員の削減により、各要素技術や展開されている事業に対し、気候変動の適応策や緩
和策としての定量的な評価および原料の負荷変動が与えるシステムや生産物への影響について評価す
る予定であったが、本プロジェクトでは、必要最低限の研究に専念した。
（3）研究目標の妥当性について
研究目標を立てた時点（平成23年）においては、全てが非常に挑戦的なものであった。しかし、この研
究期間中に、社会状況が大きく変化し、他の項目で記述してきたとおり自治体間および豊橋技術科学大
学と自治体との連携や民間企業との協働が進み計画目標以上の成果を得られた。このことから立てた研
究目標は妥当であったと判断ができる。
2.

技術開発内容の妥当性

（1）システム全体像
本プロジェクトの研究代表者は、気候変動の適応策として植物工場や海藻工場の研究に携わっていた。
また、同じく気候変動の緩和策として下水汚泥を含む廃棄物処理、バイオマス利活用、メタン発酵システ
ム、吸引式堆肥化技術の研究にも携わっていた。そして、気候変動に対応するためには、要素技術の開
発だけでなく人間の心を動かす、パラダイムシフトあるいは社会システム改革の必要性を感じていた。ここ
での社会システム改革とは、自治体、省庁、農商工観、産学官民の連携が重要であると考えていた。その
時に、この公募があり下記にあるシステムを提案するに至った。
愛知県が管理する 4 つの市（豊橋市、豊川市、新城市、蒲郡市）の下水を処理する豊川浄化センター
を実証試験現場として、そこで発生する下水汚泥からバイオガスを生産し、その残渣からは肥料を生産す
る。バイオガスを精製する際に分離される CO2 は隣接する海藻工場へ送られ海藻の光合成を促進し、精
製されたバイオガスにて発電を行う。発電の際に発生する CO2 は、隣接する植物工場へ送られトマトの光
合成を促進し、排熱は植物工場の暖房の代わりとする。このように、廃棄物である（下水汚泥）バイオマス
からエネルギー、肥料、海藻、トマトを生産する実証試験を、実際の現場で実証するシステムを構築した。
さらに、地域住民との連携により家庭より排出する生ゴミを下水汚泥と混合処理する試験も行い、下水処
理場理解を深めてもらうと同時にごみ問題、さらに環境問題にも意識を持ってもらう努力をした。このシス
テムでは、各自治体の下水道、廃棄物、再生可能エネルギー、農業関係者が、それぞれの枠組みを越
えて連携した。加えて、大学と共に、多くの民間企業にも加わってもらい、このシステムの実証に取り組ん
だ。各要素技術からなるこのような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、広報活動に励んだ。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、
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新しい社会システムの創造に繋げることを念頭においた。そして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た。誰もが排出する下水から下水汚泥が廃棄物として発生し、廃棄
物からエネルギー、肥料、作物を工学的に生産するこの取り組みは、幅広い年齢の市民に対し比較的に
理解が容易にできるものであるため、社会に与える効果が大きなものであった。下水処理場のこの取り組
みは、一見、奇想天外なものでもあり注目を集め広報効果は絶大なものであった。発想自体は、以前から
あったものであるが、実際の現場で、大学、自治体、企業、市民にて取り組んだことを大きな意義として示
すことができた。これにより、東三河地域の連携が促進し、下水処理場のプレゼンスが向上し、豊川浄化
センターの様々な発展に寄与することができた。さらに、他の地域や様々な関係者に広く刺激を与えるこ
とができ、波及効果も大きいものであった。また、廃棄物処理と作物生産の連携が進み、各地で普及発展
が見られる。このことからこの技術開発内容の妥当性が十分に高かったと言える。
（2）全体システムと要素技術との関係性
ここで取り扱う要素技術とは、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 や熱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
を用いた海藻工場である。これらの要素技術にて全体システムが構成されている。採択時より、各要素技
術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た。同時に、各実証試験装置の設計および
設置を 2 年目終了時までに終え、その後、全ての要素技術を連結させシステムの全体を完成させた。各
要素技術開発は、民間企業と大学とで行った。市民と連携して、組織づくりから行い、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
を行った。実際に家庭から排出されている廃棄物を収集し、組成調査を行った。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した。そして、その効果を示すと共
に、事業性の評価を行った。ここで得た成果を豊川浄化センターにて、実機のメタン発酵システムを再稼
働させる計画に盛り込んだ。参画機関であり、豊川浄化センターを管理する愛知県は、この全体システム
を活用し、得られた成果と実証試験を基に東三河地域の連携を促進し、豊川浄化センターを発展させ、
地域住民の下水処理場に対する理解を深めてもらうイベントを数多く企画し、運営した。各要素技術から
なる全体システムとしては、当初の計画以上の目的を達成することができた。それぞれの成果は、この後
に示すとおりである。
（3） 各研究グループ（サブテーマ）の研究成果
（a）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：豊橋技術科学大学
■協力機関：（株）小桝屋、（株）明輝クリーナー、新東工業（株）、フジムラインベント（株）
■目標
1） 水熱反応、メタン発酵、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（全リン 20％－P2O5）の肥料を製造する。
■成果
本グループでは、図 IV-2-（3）-（a）-1、図 IV-2-（3）-（a）-2 に示すように、水熱処理、メタン発酵、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、メタン発酵処理での原料濃度が高くなる。よって、プ
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ロセス全体での効率向上が期待できる。
1） 水熱処理・メタン発酵処理
一般的な水熱反応の導入効果として、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、消化率（ガス化
率）が高くなる条件を検討した。その結果、160～180℃の範囲で処理温度を段階的に昇温していく条件
が適していることが示された。処理時間としては、下水汚泥が合計で 1 時間、生ごみが 30 分とした。また、
水熱処理により原料である下水汚泥（脱水ケーキ）の粘度が低下することが明らかになっており、原料濃
度が高濃度になってもポンプ移送やメタン発酵槽における撹拌などが円滑に可能となっている。つまり、
メタン発酵槽へ投入する原料がより高濃度になっても円滑なメタン発酵処理が可能である。
豊川浄化センターに設置したメタン発酵設備における実験結果について、表Ⅳ-2-（3）-（a）-1 に示す。
ここでは、本プロジェクトで取り扱った原料および実験条件、バイオガス発生量〔L/kg-VS（volatile solid）〕
を一例として示す。本プロジェクト中には、10 種類の原料を取り扱った。
○下水汚泥
一般的な下水処理場からは、2 つの工程により汚泥が排出されている。最初沈殿池から排出される生
汚泥と生物反応槽から排出される余剰汚泥である。一般的に余剰汚泥に比べ、生汚泥は消化性が高い
と言われている。本プロジェクトにおいても（濃縮）生汚泥のバイオガス発生量が比較的高い結果となった。
また、中温（38℃）発酵に比べ、高温（55℃）発酵はバイオガス発生量が多いという結果についても、一般
的な知見と同様であった。
上述した 2 種類（生汚泥・余剰汚泥）の下水汚泥は、混合・脱水されて脱水ケーキの状態で下水処理
場から排出される。この脱水ケーキを原料としてメタン発酵処理した結果、他の原料よりバイオガス発生量
が低いことが示された。この脱水ケーキを水熱処理して、メタン発酵処理を行ったところ、バイオガス発生
量が増加した。下水処理場にメタン発酵槽が併設されていない場合、輸送コストを抑えるために脱水ケー
キの状態で下水汚泥を場外へ運搬する。よって、下水汚泥（脱水ケーキ）を集約してメタン発酵処理する
場合などにおいては、特に水熱処理の導入が有効である。なお、下水汚泥由来の原料 TS（total solid）濃
度が 10％を超えると、メタン発酵槽内のアンモニア阻害の基準濃度（5000ppm）を超える可能性が高くなり、
これ以上の濃度は望ましくない。
○生ごみ
バイオガス発生量を比べると、下水汚泥より生ごみを原料とした場合の方が高いことが示された。この
生ごみに対して水熱前処理を施し、メタン発酵処理を行ったところ、下水汚泥の場合とは異なり、バイオガ
ス発生量が少し低い結果となった。
2） 吸引通気式堆肥化
図Ⅳ-2-（3）-（a）-3 に吸引通気式堆肥化装置の概要を示す。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。ここでは、通気性を確保するための副資材として天日乾燥し
た消化汚泥を用いた。
図Ⅳ-2-（3）-（a）-4 に吸引通気式堆肥化槽内に投入した消化汚泥試料の温度変化を示す。ここでは、
消化汚泥（含水率 81％）：乾燥混合汚泥（含水率 42％）＝1：1（体積比）の割合で混合した。60℃以上の
活発な堆肥化が 10 日間程度にわたって見られた。表Ⅳ-2-（3）-（a）-2 に本方式による堆肥化処理後の
消化汚泥堆肥中に含まれる全リン濃度を示す。目標値である 20％（200g-P2O5 換算/㎏-乾燥重量）を超
えたのは、1 回のみであったが、その他でも 20％に近い値を示すことが多かった。いずれも市販されてい
る化学肥料と同程度以上の濃度であった。
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3） 新規プロセスの提案
特徴的な技術である水熱処理は、他に比べエネルギーを多く必要とする。そのため、この技術をより効
率よく利用する必要がある。そこで、水熱処理をより効果的に活かすことができる新規フローを提案した。
図Ⅳ-2-（3）-（a）-5 にその概要と試験結果を示す。水熱処理した下水汚泥を固液分離し、その脱離液と
残さをそれぞれでメタン発酵処理すると、固液分離残さより脱離液が高消化性であることが示された。つま
り、脱離液のみをメタン発酵処理すれば、投入量当たりのバイオガス発生量が増加する。さらに、脱離液
は消化速度も速いため、メタン発酵槽における原料の平均滞留時間を 1/3 に下げる（原料投入量を 3 倍
にする）ことができる。また、固液分離残さは、水分が約 60％程度にまで脱水されているため、副資材なし
で直接堆肥化できることが確認されている。この検討に合わせて、水熱処理に利用された熱を回収する
試験も行い、エネルギーの有効利用について検討した。
4） 重金属除去
液体からそこに含まれる重金属を除去する方法の一つに、硫化水素と結合させ、硫化物となった重金
属を除去するという方法がある。上述した新プロセスによれば、下水汚泥を固液分離後した後の脱離液
には、粒子状の浮遊物質が少ない。そのため、硫化物となった重金属とともに除去されるその他の粒子
状の浮遊物質が少ないため、この除去方法をより効果的に実施できる。また、硫化水素は、メタン発酵処
理から得られるバイオガス中に含まれる。そこで、下水汚泥を水熱処理および固液分離し、得られた脱離
液にバイオガスを通気して重金属が除去可能かを検討した。図Ⅳ-2-（3）-（a）-6 に硫化水素を含むバ
イオガスの通気量と溶存態重金属濃度の関係を示す。溶存態の水銀濃度について顕著な低下がみられ
た。本法では、溶液の pH（本試験：5.3）により、結合する重金属種が異なるため、ここでは水銀が選択的
に硫化水素と結合したと考えられる。
（b） バイオガスの有効利用方法開発
■グループリーダー：宮下 公一 （豊橋技術科学大学 特任研究員）
■参画機関：豊橋技術科学大学
■協力機関：（株）大栄製作所、フジムラインベント（株）
■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、気体溶解装置（大栄製作所製）を用いて、バイオガス中のメタン（CH4）ガス濃度を向
上させる技術開発を行った。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事を試みた。その結果、高濃度（CH4/CO2 比率で 90％
以上）のメタンガスの他に、CO2 溶解水が得られた。得られた CO2 溶解水（海水）を海藻養殖設備に供給
した（図Ⅳ-2-（3）-（b）-1 概要、 図Ⅳ-2-（3）-（b）-2 装置）。
更に、当初計画にはなかった CO2 溶解水の温室への利用について装置開発および CO2 溶解水の温
室への散布効果についての試験を実施した。その結果、バイオガス精製後のメタンガス濃度は 75％、
CO2 溶解水の施用による CO2 濃度は 750ppm の上昇が得られた。
1） CO2 溶解水の海藻養殖への利用
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Ⅳ
-2-（3）-（b）-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Ⅳ-2-（3）-（b）
-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
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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。
次に、メタン発酵処理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。
その後、海藻培養システムに気体溶解装置を取り付けて実証試験現場での試験を実施した。試験に
用いた装置のシステム概念図を図Ⅳ-2-（3）-（b）-5 に示す。メタン発酵槽で発生したバイオガスは触媒
等により、硫化水素とシロキ酸を取り除き、ブロワにより海藻養殖の実験設備に送られる。しかし、ガス圧が
低いために直接気体溶解装置に導入出来ないため、イジェクターを介してバイオガスと海水を混合状態
として、気体溶解装置に導入してメタンと CO2 を分離した。（図Ⅳ-2-（3）-（b）-5 参照）海水に溶解した
CO2 は海水タンクを介して海藻の養殖槽に供給・循環される。海水タンク内は pH7 前後に保たれる様に、
pH 計、気体溶解装置、バイオガス供給用ブロワを連動させて制御した。（海藻養殖での効果は「Ⅳ-2-（3）
-（c）処理により発生する CO2 を用いた次世代海藻工場の実証」を参照）
メタン発酵槽から発生したバイオガスと精製されたバイオガスの分析結果を図Ⅳ-2-（3）-（b）-6 に示す。
サンプリングにおける空気の混入やメタン発酵槽内に存在する若干の空気による分析結果への影響を避
けるため、ここではメタンと CO2 の比率で表した。この時の精製後のガス分析では 17％の空気が含まれて
いたが、この空気の混入量を加味しても目標の 80％のメタン精製は達成されたものと考える。生成後のガ
ス分析を幾度か実施したが、メタンの比率は 95％以上の値を得ている。
2） CO2 溶解水の植物生産への利用
次に CO2 溶解水の植物生産への利用を考え、湿式バイオガス生成装置の開発とバイオガス精製後の
メタンガス濃度、CO2 溶解水の温室内散布の効果について試験を実施した。
図Ⅳ-2-（3）-（b）-7 に湿式バイオガス精製装置の概略図を図Ⅳ-2-（3）-（b）-8 に実物の写真を示す。
装置は気体混合スピレーター、加圧容器、溶解水タンク、アルカリ溶液添加ユニット、送液ポンプによって
構成され（図Ⅳ-2-（3）-（b）-7 参照）、送液タンクは温室内の装置とパイプで繋がっている。
装置に導入されたバイオガスは気体混合アスピレーターによりマイクロバブル化し、気液混合される。
混合された水は加圧容器に送られ、CH4 と CO2 の分離（ガス精製）が行われる。分離された気体の主成分
は CH4 となり、液体は CO2 溶解水となる。CO2 溶解水は溶解水タンクに送られ、循環される。この循環によ
ってより濃度の高い CO2 溶解水の生成が可能となる。また、アルカリ溶液（例えば水酸化ナトリウム：NaOH）
を適度に加える事で更なる CO2 濃度の上昇が見込まれる。
はじめに、装置の動作時間と加圧容器上部に精製されたバイオガスの成分比率（CH4/CO2）の変化を
観測した。その結果を図Ⅳ-2-（3）-（b）-9 に示す。動作前の比率（ガス組成）は CH/CO2＝67/33）であっ
た。5 分後には、CH4/CO2＝76/24）となり、10 分以降比率は CH4/CO2＝75/25）となり、一定の値をとった。
更に長時間（20 時間）の測定を行った結果、成分比率は殆ど変わらないことが解かった。
次にアルカリ（NaOH）の添加／無添加で精製されるバイオガス組成に及ぼす影響について比較検討
した。その結果、精製後の CH4 と CO2 の比率はアルカリ添加の有／無で変化なく長時間の運転において
も同じであった。（図Ⅳ-2-（3）-（b）-10 参照） この結果から、アルカリ濃度 0.75mg/L という条件下では、
バイオガスと水の接触が短時間の場合はアルカリによる CO2 溶解の効果が見られないことが示唆された。
（サイクル毎に新しいバイオガスが供給される） バイオガス精製に伴う CO2 溶解水の pH 変化と CO2 濃度
変化について観測した。その結果を図Ⅳ-2-（3）-（b）-11 および図Ⅳ-2-（3）-（b）-12 に示す。ここで CO2
溶解水の平衡を考える。CO2 の溶解および炭酸の解離平衡は次の式で示される。
H2O･CO2 ⇔ H2CO3 ⇔ H+＋HCO3-

………（式 1）
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多少、条件は異なるが、試験においては 240 分程度で平衡に達して pH の値も概ね計算値を示してい
る。さらなる CO2 溶解により、炭酸水素ナトリウムが形成され CO2 濃度は増加する。ナトリウムイオンが消費
されると 1 式に示す平衡が支配的になり、CO2 濃度も一定となる。
この CO2 溶解水を用いて温室内に散布した際の CO2 濃度変化について検証した。
図Ⅳ-2-（3）-（b）-13 に植物工場（温室）内の CO2 施用区における各装置の配置を示す。CO2 溶解水
を温室内に散布した時の CO2 の濃度変化を図Ⅳ-2-（3）-（b）-14 に、更に暖房を入れ室温を 25℃に上げ
た時の CO2 濃度変化を図Ⅳ-2-（3）-（b）-15 に示す。
温室内の CO2 濃度は暖房の有／無で大きな差が生じたが、ある程度の CO2 供給できることが示された。
トマトの生育時に CO2 溶解水を散布して温室内の CO2 濃度変化を測定した結果、CO2 濃度は増加せず
に減少した。この事から、CO2 溶解水の散布が、光合成を促進している事が推察される。
以上の事から新たに試作した湿式バイオガス精製装置においても 75％程度の純度でメタンガスが精
製でき、同時に生成された CO2 溶解水は温室内での CO2 供給の一助となることが示された。
3） まとめ
本プロジェクトの協力企業である大栄製作所製の気体溶解装置を用いてバイオガスの精製を行った。
精製により得られたメタンガスの濃度（CH4/CO2 の比率）は 90％以上であった。このメタンガス濃度はガス
エンジンコージェネレーションシステムやガスボイラー等特別な調整を必要とせず、支障なく稼働させられ
る濃度である。また、同時に生成された CO2 溶解水（海水）は調整タンクで pH7 前後に調整され、常時、
調整タンクから培養槽に一定量が供給される仕組みを構築し試験を実施した結果、CO2 溶解水の有無で
優位な成長差が示された。
新たに開発した湿式バイオガス精製装置（植物対応）では精製ガスとして濃度 75％程度のメタンガスを
得ることが出来た。この濃度は空燃比の調整でガスエンジンやボイラを支障なく稼働できる濃度である。こ
の時に同時に生成された CO2 溶解水は温室内に散布することで温室内の CO2 濃度を上昇させ、光合成
に寄与することが示唆された。
以上のことより、バイオガス中の CO2 を水に溶解させ生成することで高濃度のメタンガスと CO2 溶解水を
生成できることが示された。CO2 溶解水は海藻成長や温室内の作物の光合成に寄与する事が示された。
（c） メタン発酵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：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、豊橋技術科学大学、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 を有効活用する本プロジェクトでは、下水汚泥のメ
タン発酵処理により発生するバイオガス中の CO2 を海水中に分離し、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す。具体的には、本研究において、メタン発酵処
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す。
■成果
本グループにおいて実証試験（海藻の培養試験）を行う設備は平成 24 年度に完成し、翌 25 年度から
「胞子集塊化法」および「気体溶解装置」による CO2 供給を利用しての高速培養の条件出しに向け試験
を始め平成 27 年度上期まで培養試験を実施した。CO2 や栄養塩の添加の有無で、海藻成長に大きな差
異（4 倍以上）が生じることが確かめられた。平成 27 年度下半期は事業化に向けてより実際に即した立地
での検討を行う為に設備の移設を実施した（豊川浄化センター ⇒ 三重県尾鷲市）。
本グループ内で海藻部会を開催し、試験結果の報告、行政・産業からの意見を集めると共に独自の調
査を実施し、事業化に向けての検証を行った。
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限られた実証事業環境の中で培養条件（CO2 添加、栄養塩添加、培養密度、海水温度等）での最適
化の条件を明らかにすることに取り組んだ結果、以下のことが示された。
・

CO2 の施肥による成長効果が認められ、2 週間でおよそ 2 倍の成長差となった。（バイオガス中の
CO2 を用いた場合も同様な傾向示した）

・

循環系システムに於いて栄養塩の添加効果は大きく、およそ 4 倍の成長効果が認められた。海水
循環システムによる海藻養殖には必要不可欠と考えられる（海水掛け流し式の場合を除く）。

・

2.5g/100L の海藻密度で培養を開始したものが最も成長度が大きく、比較的低い海藻密度で養殖
を開始するのが好ましいことが示唆された。

・

海藻を安定して通年養殖する為には、ある程度の海水温の制御が必要であり、特に夏季に於いて
は 30℃を超えない対策を採る必要がある（スジアオノリの場合は 25℃が目安）。

・

海藻の成長度と日照時間に相関があることが示された。

・

市場調査の結果、スジアオノリはビジネスターゲットの一つとして有望であることが判明した。

・

この様な海藻養殖に於ける運転コスト試算した事で、海水のコストが養殖事業の成否のポイントと
成りうる事が示された。……安価で安定した海水が得られる立地は重要である。

以上のことから、海水を運搬して陸域で海藻養殖を実施し、採算性を得る事は現時点では難しいが、
CO2 や栄養塩の添加、培養環境を整える事で運転コストを採算ベースに近づけることは可能である。仮に
海水が水道水並みの価格（t 当たり数百円）で入手できれば陸域での海藻養殖は可能になると考える。
以下に成果の詳細を説明する。
1） 研究開発
培養条件（CO2 量、栄養塩量等）の検討およびベンチスケールにおける予備試験
「胞子集塊化法」1)～3)ならびに「気体溶解装置」4)，5)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 6)～11)。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 12), 13)。
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のための試験を実施した。表Ⅳ
-2-（3）-（c）-1 に示した条件下での試験結果（図Ⅳ-2-（3）-（c）-1）や文献、聞き取り情報などを参考に
実証プラントにおける基本的な試験条件を決めた。
2） 実証試験
2-1） 試験設備（実証プラント）の設計・施工
平成 24 年度までに、複数の環境要因や装置の制御手法等について検討・絞込みを行い、設備仕様を
決定し、実証プラントを完成させた。図Ⅳ-2-（3）-（c）-2 に外観（テントハウス）、図Ⅳ-2-（3）-（c）-3 に実
証プラント本体の写真を示す。
完成した実証プラントのシステム概略図を図Ⅳ-2-（3）-（c）-4 に示す。実証プラントでは左右対称に各
設備が設置されて左右の試験条件を変える事で CO2 施肥の有／無や栄養塩の添加の有／無での海藻
の成長比較ができる。
2-2） 実証プラントにおける試験結果
パイロットプラントにおける基本的な実験条件を表Ⅳ-2-（3）-（c）-2 に示す。
上記の条件を基本として CO2 の施肥効果（純 CO2 およびバイオガス中の CO2）、栄養塩の添加効果、
初期培養密度と成長の関係等の試験を実施した。海藻の成長度は日間成長率でなく、海藻（一定株数）
の湿重量の増加量で求めた。以下にそれぞれの試験結果を示す。
＊CO2 の施肥効果（純 CO2 およびバイオガス中の CO2 施肥の有／無による成長比較）
海藻の成長と CO2 の施肥効果の検証を目的としてスジアオノリを用いて培養試験を実施した。表Ⅳ-2（3）-（c）-3 及び図Ⅳ-2-（3）-（c）-5 に海藻（スジアオノリ）の培養日数と成長（湿重量）の結果を示す。最
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初の数日間は CO2 施肥の有／無による成長の差異は観察されなかったが、その後、成長に大きな差異
が観察され、15 日目には 2 倍を超える差となった。培養 15 日目の 20 株当たりの海藻の湿重量と槽内の
海藻全体の湿重量は良い相関を示した。このことより、CO2 施肥による海藻の成長効果が示された。
次にバイオガス中の CO2 導入の有／無での海藻成長の比較を試みた。供給されたバイオガスは気体
溶解装置で分離され、CO2 は海水に溶け、メタンは気体として回収される。 バイオガス中の CO2 施肥の
有無による海藻の成長を比較した結果を図Ⅳ-2-（3）-（c）-6 に示す。バイオガスからの CO2 添加に於い
ても純 CO2 を添加した場合と同様な傾向が観られた。14 日目に於いて CO2 施肥の有／無でおよそ 2 倍
弱の成長差となった。CO2 の施肥時間や条件の違い（水温、日照時間等）による成長への影響はある程
度あるが、CO2 施肥という観点からすれば、CO2 を施肥する事で海藻の成長が促進（およそ 2 倍）される事
が確認された。
＊栄養塩添加効果（栄養塩の添加の有／無による成長比較）
肥料の添加効果を検証するため、試験開始時の栄養塩添加の有／無による海藻の成長を観測した。
ここで用いた海水は三重県度会郡南伊勢町の海水井戸から取水したもので、試験に用いた海藻はミナミ
アオノリであった。試験結果を図Ⅳ-2-（3）-（c）-7 に示す。15 日目の海藻 20 株当たりの湿重量を比較す
ると、栄養塩あり：0.27g/20 株に対し、栄養塩なしでは 0.06g/20 株と 4.5 倍の成長差を生じた。海水中の
肥料成分、ミネラル成分が消費され、不足する段階で成長に大きな差が生じたものと推測される。
次に、海水のみでの培養と栄養塩およびバイオガス中の CO2 を添加した場合との比較を行った。その
結果を図Ⅳ-2-（3）-（c）-8 に示す。海水のみでの培養では 15 日間の試験期間を通して海藻の成長は観
察されなかった。海水のみの培養では成長（光合成）に必要な炭素（C）窒素（N）、リン（P）が充分に供給
されなかったことに起因すると推測される。（ここで窒素はクロロフィルの構成元素、リンはエネルギー伝達
物質である A トン P の構成元素である）
試験開始 17 日目に海水のみの試験区に栄養塩を添加し、海藻の成長を観測した。栄養塩の添加した
時間を 1 日目として栄養塩および CO2 添加での培養における海藻成長とグラフを重ねたものが図Ⅳ-2（3）-（c）-9 である。バイオガス中の CO2 施肥の有／無による試験結果と同じ傾向を示した。（図Ⅳ-2-（3）
-（c）-6 バイオガス中の CO2 の添加効果（1）参照）
これらの結果から、バイオガス中の CO2 を含め CO2 施肥による成長効果が確認された。また、栄養塩添
加が海藻の成長に与える影響も大きく、2 週間程度で 4 倍以上の差異となって現れた。
＊海藻の初期密度と成長効果
海藻がある程度の大きさまたは密度になると成長しなくなり、大きな水槽へ移すと成長を再開するという
現象がある。そこで、水槽に投入する種苗（海藻の量を変え、その時の海藻の成長の差異を観測した
（100L 培養槽に初期投入量として種苗を 2.5g、5.0g、7.5g を投入）。
その結果を図Ⅳ-2-（3）-（c）-10 に示す。試験開始からおよそ 1 週間経過後から差異が観られ、17 日
目には 3 試験区の間に明確な差異が観測された。初期投入量 2.5g の槽での海藻の成長が最も顕著であ
ったことが確認された。本試験で用いた大きさ 1mm 程度の種苗から培養するには初期投入量 2.5g／
100L からの培養が効率的である事が示された。
＊日照時間と海藻の成長
海藻の成長と光の関係を観るために、気象台発表の豊橋地域の日照時間のデータとその試験日にお
ける海藻の湿重量をグラフ上で重ねた物が図Ⅳ-2-（3）-（c）-11 である。試験に用いた海藻はミナミアオノ
リで、海水は三重県度会郡南伊勢町の海水井戸から取水したものを用いた。また、栄養塩は通常の添加
量であった。グラフ中の海藻湿重量と積算日照時間の 7 日目以降を観ると非常に良い相関関係を示して
いる。即ち、培養開始直後の 1 週間程度を過ぎると日照時間に比例して成長する事が示された。
＊その他、試験で得られた知見
パイロットプラントでの試験を通して幾つかの得られた知見を表Ⅳ-2-（3）-（c）-4 に示す。
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本実証試験設備に於いては、海水温、日射量（光量）についての制御は考慮されていなかった。その
ため、夏季の培養槽の海水温は 40℃近くまで上昇し（表Ⅳ-2-（3）-（c）-5 参照）、海藻（アオノリ）を培養
する環境になかった。
栽培水温が高いと胞子形成がおこり海藻が短くなるが、長い海藻ほど市場価値が高いため、夏場の水
温上昇は特に、成長率だけでなく品質にも影響してくる。コントロールできれば、陸上養殖のメリットとして、
通年の安定供給だけでなく、安定した品質の提供が期待できる。
冬季の海水温の低下については凍結の心配はなく、海藻の成長に与える影響は小さいと考えられる。
最後に、海水の循環利用にとって必要なデータとして養殖中に消費される元素（ミネラル、栄養塩等）と
その量の把握が挙げられる。定量分析を実施したが、Na 濃度が他の物質と比べ極端に高い事もあり、安
定した分析結果が得られなかった。ここでは、海藻成長に伴い減少した元素を定性的に示す。減少した
元素（栄養塩としてみれば）リン、窒素、カリウム、カルシウムが挙げられる。また、必須ミネラルという観点
からは、鉄、マンガン、ニッケル、コバルト、亜鉛などが挙げられる。海水循環方式の養殖では、今後の課
題として成長に伴う元素の減少量を定量的に把握する事が挙げられる。
2-3） 市場調査と海藻養殖における生産コストの試算
2-3-1） 市場調査
農林水産省の統計等を基に有用海藻種類 14)，22)、国内外における海藻生産量 14)，15)，22)、生産額 16)，17)、
国内の養殖経営体数 18)、輸入市場 21)に関して調査・整理・検討を実施した。更にスジアオノリ市場環境調
査

19)，20)

、スジアオノリ市場品質調査およびヒアリング調査（表Ⅳ-2-（3）-（c）-6）からスジアオノリが最も有

望なビジネスターゲットの一つである事が解かった。
2-3-2） 海藻工場（陸上での海藻養殖）における生産コストの試算
高知大学でのアオノリの養殖データ 2)やパイロットプラントにおける試験結果、設備（ポンプ類）、海水の
価格などを基にラフではあるが、運転コストの試算を試みた（設備コストを除く）結果を図Ⅳ-2-（3）-（c）
-12 に示す。
現状では 1 日・培養槽 1t 当たりの運転経費は採算ベース（生産量✕卸売価格）を大きく上回り、3 倍程
度となった。現状のコストバランスを観ると海水のコストが飛び抜けて大きく、海水のコストのみで採算ベー
スを上回っている。高知大学のケースと比べると、海洋深層水が低コスト（￥8.0/t）で使用できることに対
して、本グループのケースでは￥2,500/t 程度のコストとなる。海水を繰り返し利用して 5 回の収穫をし、な
おかつ、CO2 施肥等を実施し、ようやく採算ベースに乗る。この様に陸上での海藻養殖では如何に安価
の海水を使うかがポイントとなる事が示された。
なお、図中の高知大方式のコスト試算は公表されているデータ

2）

および高知大での聞き取り結果を基

に独自に試算した。
（d） 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：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
本グループにおいては、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 30t/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
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利用の実証することを目指している。
■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 トン/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、下水汚泥のメタン発酵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ている。
成果の詳細を以下に示す。
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Ⅳ-2-（3）-（d）-1 に示す。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
境負荷な植物生産が可能となると考えられる。
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）（図Ⅳ-2-（3）-（ｄ）-2）、栽培システム（図Ⅳ
-2-（3）-（d）-3）、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。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、バイオガス発電からの廃 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保する
ことが可能である。さらに、作物の一貫生産が可能になるように人工光型の育苗設備も設置した。この設
備において、播種～発芽～本葉 2 枚程度までの育苗を行う。また、この設備は、空調設備も完備されて
おり、時期、天候に左右されずに育苗が可能である。
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（図Ⅳ-2-（3）-（ｄ）-4、図Ⅳ-2（3）-（ｄ）-5）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。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 センサを用いて 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からの廃 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。
2） 低段密植・養液栽培によるトマト栽培の実証試験結果
表Ⅳ-2-（3）-（d）-1 に本グループで実施したトマト栽培試験の結果について示す。全期間を平均する
と CO2 施用区で 34 トン/10a･年、対象区で 30 トン/10a･年であった。よって、30 トン/10a・年の目標値は
超えている。時期ごとにみると高温期の栽培における収量が少なくなる傾向がみられた。CO2 の施用区と
対象区の収量を比較すると、対象区より CO2 施用区の収量が最大で 3 割多かった。ただし、第二～四期
までは、その差がわずかであった。そのため、CO2 施用の能力を増強し、第六期以降は CO2 施用の効果
が大きくなった。また、本試験では、豊川浄化センターの再生水に肥料成分を添加したものを養液として
用いているが、その再生水の肥料成分が通常より高いため、肥料投入量が 1 割程度削減できている。
図Ⅳ-2-（3）-（d）-6 に廃 CO2 施用下の CO2 濃度の経時変化を示す。これは、晴天時の典型的な CO2
18

濃度変化である。廃 CO2 施用区では、CO2 濃度が発電機排ガスの施用開始後すぐに設定値である
1,000ppm 以上にまで上昇している。その後、ハウス内の温度が上昇し、換気が開始されると設定値であ
る 1,000ppm を超えることが難しくなってきたが、それでも 600～800ppm の高い値であった。一方、対象区
では、トマトの光合成により CO2 濃度が外気より低い値にまで下がっている。このことより、廃熱・廃 CO2 施
用による好適なハウス内環境制御が可能といえる。
図Ⅳ-2-（3）-（d）-7 に標本株の平均 1 株収量を示す。これは、栽培期が第七期の結果である。標本株
の平均 1 株収量は、対象区より CO2 施用区の方が 23％多いことが示された。糖度、酸度は、二つの試験
区で有意な差がなかった。
3） システム全体の物質収支に関する検討
他グループの結果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。メタン発酵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/トン-dry 汚泥）がメタンに、24% （94 kg-C/トン-dry 汚泥）が CO2 溶解水に、40 % （157 kg-C/
トン-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 トン-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。廃熱利用の割合は、発電容量とハウスサイ
ズに依存する。
（ｅ） 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 年度・ H24 年 4 月〜9 月 名古屋大学 特任講師
H25 年度〜 大正大学 准教授）
神本 祐樹（H24 年 10 月〜H25 年 3 月 名古屋大学 助教）
■参画機関：大正大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学
■協力機関：愛知県、豊橋市、ウプサラ大学、釜山カトリック大学、帝京大学、亜細亜大学、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、（株）
地域計画建築研究所、（株）キラックス
■目標
本グループは、当該プロジェクト地域（豊橋市前芝校区 5 町）のステークホルダー（研究者、行政、事業
者、地域組織等）の協働によって生ごみ分別収集の社会実験を計画・実施することで、循環型社会構築
に関するソーシャルキャピタル※を醸成するとともに、 生ごみ分別収集・バイオマス利活用施策の策定の
試行と実効性の検証を行うものである。現在では主に焼却に係る生ごみ（一般廃棄物の食品廃棄物）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。
本グループは、気候変動への対応としての緩和策を、新たな社会システムとして実社会に導入する可
能性を検討するものである。
※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同義。環
境問題の解決のために地域社会、特に環境政策の PDCA サイクルにおいてステークホルダーの参加と
協働がみられる状態と定義される。
■成果
本グループでは、目標を達成するための調査研究および社会実験を行った。
平成 23 年は先行事例研究を実施した。平成 24 年は豊橋市（行政）および一般廃棄物（以下、一廃）
処理業者間において、平成 26 年度の社会実験で収集運搬を予定している一廃の生ごみの扱いに関し
て、事業者にはどのような収集運搬の実施可能性が高いか打診し、法規制の側面からは行政の特例許
可を得るなど調整を行い、あわせて両者と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、
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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）「前芝校区バイオマス・生ごみ分別収集社会実験実行委員会」を、平成 24 年度末に発足させた。
平成 25 年度は実行委員会（市民部会）の場で、具体的な生ごみ分別収集社会実験の方法を協議し、
分別収集方法やルールの策定を行った。実行委員会（市民部会）では、当該プロジェクト地域における
社会実験への協力意向調査を実施し、西浜町をのぞく 4 町の全世帯のうち 385 軒の参加意向を得た。ま
た、策定された「前芝校区バイオマス・生ごみ分別収集社会実験 生ごみの分け方・出し方」は手引きに
まとめ、生ごみ分別用指定袋とともに協力世帯すべてに配布した。平成 26 年 5 月 13 日より 7 月 4 日まで、
当該地域において、生ごみ分別収集社会実験を実施した。
社会調査としては、平成 24 年度末に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
を実施した（インターネット調査）。平成 25 年度は、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、ごみ細組成調査やアンケート調査など各調査を実施した。実行委員会
（市民部会）においては、これらの調査結果を参照し、当該地域における具体的な一般家庭の生ごみ分
別収集計画を策定した。また、実行委員会（市民部会）では、協力世帯を対象とし、平成 25 年度末には、
社会実験事前アンケート調査を実施した。さらに社会実験中の 6 月には再度ごみ細組成調査を実施し、
社会実験が終了した後の平成 26 年 7 月には、社会実験事後アンケート調査を実施した。これより、当該
地域における生ごみ分別収集の実績を評価した。生ごみの分別排出への市民の協力率について検証し、
豊橋市における生ごみ分別収集・資源化施策について実効性を考察した。その結果について、平成 28
年 2 月には、実行委員会（市民部会）の最終回として委員の配偶者も招いて座談会を実施し、実際に生
ごみ分別を行った市民による率直な意見交換を行った。
これらの成果については、適宜学会等において発表を行った。
成果の詳細を以下に示す。
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、生ごみ分別収集システム構築の
ための参考とした。
視察先は、スウェーデンのルンド大学、マルメ市、NSR 社、ウプサラ大学、UPPSALA VATTEN 社、韓国
の釜山市役所、Suyeong 下水処理場、神戸市の東水環境センター、長岡市の寿クリーンセンター、北広
島下水処理センター「あしる」である。また、今後の水平展開を検討するにあたり、インドネシアのスラバヤ
市とカンボジアのシェムリアプも訪問した。
1-2) 先行事例についての考察
豊川浄化センターにおける愛知県が計画し、平成 28 年度より開始する下水汚泥のメタン発酵・バイオ
ガス発電 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る。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。豊川浄化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。
施設許可が下りたと仮定し、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
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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、京都市環境局の「生ごみ等の分別収集による新たなエネルギー生成モデ
ル実験調査業務」報告書（平成 21 年 3 月）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、最近は、同様の事業が 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重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。
1-3) 豊橋市 PFI 事業と本グループの関連
豊川浄化センターにおける愛知県の PFI 事業とは別に、豊橋市においても、豊橋市の下水処理場であ
る中島処理場において、下水汚泥と生ごみの混合消化 PFI 事業が進められている。豊橋市では、愛知県
PFI 事業とは異なり、全市において一廃の生ごみを日量 59t 収集し、下水汚泥とともにメタン発酵処理し、
得られたバイオガスは発電に供し、残さは炭化するという新しいごみ処理システムが平成 29 年度より開始
される。従って、本グループ研究の結果は、豊橋市 PFI 事業に多くの示唆を与えるものとなった。
1-4) 本事業におけるアジア諸国への展開の検討
平成 25 年度は、インドネシア・スラバヤ市およびマランの生ごみ排出状況および市民（町内会）の資源
分別の状況を調査した。分別排出することに経済的メリットがあれば、町内において資源ごみの分別収集
が促進されている実態を把握した（Waste Bank）。また、生ごみは基本的に堆肥化に供されているが、スラ
バヤの各家庭における堆肥化は他地域に比べれば普及しているものの、全市的な展開は現時点では厳
しい。メタン発酵事業も導入可能性はあるが、支援している北九州市としては焼却施設の導入を検討して
いる。なお、インドネシアでは、宗教上の理由もあって中華料理の飲食店を含む飲食店からの食品廃棄
物や、中国人世帯の多い地区からの生ごみは、堆肥化しても利用されない。一方で、メタン発酵処理なら
ば、最終的に食品に循環する堆肥化と違い、拒否感は少ないかもしれない。ただし、発酵残さを堆肥化
するにあたっては、問題が生じるかもしれない。
平成 27 年度は、カンボジア・シェムリアップにおける一廃の排出状況を調査した。シェムリアップは世界
遺産アンコール遺跡群を擁する町であり、処分場にダンピングされるごみは大半が商業施設やホテルな
どから排出される「観光ごみ」であると考えられる。シェムリアップの各家庭のごみは、夕方になると家庭内
で焼却されるのが一般的である。観光ごみの生ごみは、ホテルやレストランなどからまとまって排出される
ため、処分場ではその生ごみを拾って豚のエサとするスカベンジャーが多くいる。したがって、電力需要
に応えるよう、生ごみのメタン発酵・バイオガス発電も将来的な視野には入るが、現時点のカンボジア・シ
ェムリアップでは、飼料化が生ごみの有効利用として最も適当であると言える。いまのうちに、効率的に生
ごみを分別収集し、観光ごみの生ごみは飼料化するといった施策が導入されると良い。ただし、全市的な
市民の生ごみ分別排出・生ごみメタン発酵の導入は、時期尚早であると考えられる。
2）社会調査
2-1） アンケート調査
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インターネット調査により意
見を求めた。このアンケート調査は平成 25 年 3 月に実施した。次に、社会実験（生ごみの分別排出）に参
加協力世帯を募るため、前芝校区の 4 町内（前芝町、梅薮町、日色野町、前芝住宅）の全世帯を対象に
協力意向調査を実施した。平成 25 年 7 月 20 日（前芝町）、8 月 4 日（前芝住宅）、8 月 10 日（日色野町）、
8 月 24 日（梅薮町）町議員会に出席し、各町の町議員にプロジェクトの概要と意義を説明し、協力意向調
査の配布および回収を依頼した。9 月 20 日までに回収、集計を行った。そこで確定した参加協力世帯
385 世帯を対象に、平成 26 年 2 月 27 日から 3 月末まで、社会実験事前アンケートを実施した。平成 26
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年 7 月 4 日から 8 月末までに、社会実験事後アンケートも実施した。この事前事後アンケートの比較より、
ごみに対する意識の変化、生ごみ分別という新ごみルールへの意識、そして協力率が明らかになった。
2-2）ごみ細組成調査の概要
豊橋市の分別「もやすごみ」（可燃ごみ）の細組成調査を実施し、メタン発酵に供することができる厨芥
類の量の推定や排出状況を把握した。このごみ細組成調査は、社会実験の前年には当該プロジェクト地
区である前芝校区と岩田地区のごみを対象に行った。前年調査は、夏と冬の 2 回（平成 25 年 8 月 3 日と
平成 25 年 11 月 30 日）行った。また、社会実験中（平成 26 年 6 月 27 日）に実施した際には、前芝校区
だけを対象に行い、社会実験参加世帯と非参加世帯に分けて調査分析を行った。
この調査結果より、まず平成 25 年度調査において可燃ごみ中の生ごみ比率は、岩田地区では 38.7％、
前芝地区で 42.0％、平均 40.3％で、岩田地区の結果においては豊橋市が毎年岩田地区で実施している
中組成調査結果と一致した。前芝地区の生ごみは岩田地区と比較すると多めである。また、平成 26 年度
の前芝地区の社会実験参加世帯の可燃ごみ中の分別されずに排出された生ごみの比率は 24.8％で、
非参加世帯は 45.4％であった。１回あたりの生ごみ分別用の指定袋が 5 リットル 1 枚と少量であったため、
生ごみを全部分別することはできず、分別後も可燃ごみには 2５％の生ごみが含まれていたことがわかる。
また、参加世帯で分別された生ごみにおいては、プラスチック製容器包装等の異物（メタン発酵不適合物）
は 1.7％であり、分別精度は極めて高かった。指定袋の容量をもう少し大きくしたり、あるいは枚数を増や
すことで生ごみ分別率はさらにあがると考えられるが、一方で分別精度が低くなることも予想される。
３）市民部会による生ごみ分別計画策定と実施
3-1） 概要
平成 26 年に実施した社会実験推進組織である市民部会「前芝校区バイオマス・生ごみ分別収集社会
実験実行委員会」は、基本的に豊川浄化センター会議室で毎月開催した。
実行委員会（市民部会）の場では、校区内 4 町の一般家庭を対象に協力意向調査を実施して協力者
を募った。また、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収集方法などの課題の抽出を
行い、その解決を検討しながら、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った。さらに、当
該地域の市民や小学生などを対象に、豊川浄化センター（下水処理場）およびそこに置かれた実証実験
施設の見学会等を行い、気軽に立ち寄れる下水処理場をピーアールした。
実行委員会（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る。本
研究グループにおいては、このような市民参加型会議の取り組みを通じて、ステークホルダーとの協働関
係を構築し、地域のソーシャルキャピタルを醸成することができた。
3-2） 社会実験の方法と結果
この社会実験の進め方については、実行委員会（市民部会）を 2013 年度 3 月 22 日に結成して、その
場の協議においてすべて意思決定する手法をとった。いわゆる市民参加型会議、ステークホルダー協議
による合意形成手法である。表Ⅳ-2-（3）-（e）-1 に、実行委員会の開催経緯を表す。
分別収集期間中の、生ごみ収集量の推移を図Ⅳ-2-（3）-（e）-1 に示す。1 回あたりの平均収集量は
296.6kg であり、およそ 300kg であった。実証実験機に投入する生ごみ量は 1 日あたり 100kg を予定して
いたので、毎回適量が収集されたと言える。また、第 1 回目は約 300kg 中、プラスチックバックのような夾
雑物の混入率は約 1kg であったが、夾雑物は回数を重ねるごとに増える傾向がみられた。また、収集量
は、最後まで減る傾向にあったが、その理由は不明である。ただし、第 17 回実行委員会の座談会で参加
者に尋ねたところ、「単純に飽きてきたのではないか」ということだった。
3-3）社会実験における分別協力率の考察
本グループ研究の目標である、生ごみ分別収集・バイオマス利活用施策の実効性を検証するにあたり、
市民がどの程度、生ごみ分別排出という施策ルールに協力してくれるか、すなわち政策への協力率をい
かに高めるかが重要である。なぜなら、一廃処理システムの環境負荷の最少化を目標とするならば、バイ
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オガスつまり再生可能エネルギーから得られる電力の最大化が目標となるからである。電力の原材料で
ある生ごみの収集量の最大化を目標とすることは、すなわち市民の協力率の最大化を意味する。以下に、
社会実験から推定された、市民による生ごみ分別収集ルールへの協力率の考察を示す。
①校区内での町内会参加率（世帯割り） 32％
前芝校区内 5 自治会のうち、西浜町が離脱した。それによって前芝校区のうち、参加することにな
った梅薮、前芝、日色野、前芝住宅の合計世帯数は校区全体の 32.4％となった。西浜町の離脱の
理由は、自治会長が参加困難であるというものだった。西浜町はアパートや若い世帯が多く、自治
会への参加率も低い。一方、他の 4 町は古い町であり、自治会参加率も高い。しかしながら市全体
においては、西浜町のような状況がむしろ一般的である。
②意向調査による参加協力率 48％
2013 年 7 月から 8 月にかけて、840 世帯中 810 世帯に生ごみ分別社会実験への協力意向調査
を実施した。598 通の意向表明があり（回収率 74％）、そのうち 385 世帯から協力意向が得られた。4
町全世帯（配布数）における参加協力率は 47.5％、意向表明数における参加意向率は 64％であ
る。
③社会実験中の収集袋数にみる協力率 61％
社会実験中、毎回の平均収集袋数は 236.5 袋で、配布 385 枚中 61.4％であった。
④社会実験中の収集生ごみ量にみる協力率 55％
385 世帯から毎回 1,400g の生ごみが回収されたとすると（1 世帯平均 1 日 400g、1 回 3.5 日分排
出すると仮定）、毎回約 540kg の収集量となる見込みとなるが、実際には 1 回あたりの収集量は
296.6kg で、期待値比は 54.9％だった。
⑤ヒアリング調査にみる実施協力率 55％
2014 年 6 月 27 日に実施した、前芝町ステーションでの聞き取り調査では、実際に生ごみ分別社
会実験に参加していると回答した世帯（36 世帯）のうち、実際に生ごみを分別して排出したのは 20
世帯（55％）であった。
⑦ アンケート回収率にみる協力率 54〜58％
事前アンケート（2014 年 3 月中実施）の有効回答数は 225 で回収率は 58％であった。また事後
アンケート（2014 年 7〜8 月実施）の有効回答数は 208 で回収率は 54.0％であった。
⑧ 生ごみ分別を実際に実施した率（4 町内中） 28％
④⑤⑥がほぼ合致したため、おおよそ実際の社会実験への実際の協力は参加表明した世帯の
55％程度と考えられる。③では 61％と算出されたが、実際に参加したのは 225 世帯程度で 58％であ
ったとすると（中央値 59.5％）、4 町内で結果的に分別行動を実施したのは 27.5％程度であったとい
うことになる。従って、①から⑥を総合的に勘案して、生ごみ分別の協力率は最低 30％程度〜最高
50％程度と見込むのが、豊橋市では安全であると考えられる。
豊橋市は、2017 年度からの生ごみ分別収集では、日量約 50 トンの家庭系生ごみを処理量として
予定している（事業系生ごみと合わせて日量約 59 トン）。豊橋市ではごみ量が全国平均よりも多いの
で、それに従って１世帯あたり 1 日あたりの生ごみ排出量を 650g とすると、51％の協力率を得れば日
量 50 トンを達成する。しかし協力率が 30％だった場合、日量約 29 トンと見込まれる。
豊橋市の PFI 事業においては、生ごみとほぼ同量の下水汚泥も混合消化される。したがって、生ごみが
ほぼ半分の量（29 トン）しか収集されなかったとしても、全体としては 75％の処理量を満たす。ただし、得
られるバイオガス量および発電量は少なく、極めて非効率なごみ処理となってしまう。なお、生ごみ分別・
メタン発酵処理が始まった後も、ガス化溶融炉での可燃ごみ処理は引き続き行われるため、焼却処理過
程のごみ処理単価もあがることが予想される。
■今後の計画
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1. 実施期間終了後における取り組みの継続性・発展性
本グループ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。特に、市民がどのように生ごみを分別して排出し、またどのよう
に収集するかという新分別ルールの導入を実証する。
豊橋市のごみ処理政策においては、実際に平成 29 年度より同様の PFI 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、本グループで実施した実行委員会（市民部会）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
キャピタルは、今後の当該地域の循環型社会構築に資するものである。
前芝校区においても、新しい家や集合住宅が多く世帯数も最多の西浜町が、実行委員会（市民部会）
を離脱した。これは、いわゆる「新しいまち」は「古いまち」に比べて住民同士のつながりが薄いため、本グ
ループのように、自治会（町内会）という地域組織に依拠した取り組みには参加できなかったためであると
考えられる。つまり、もともと住民同士のつながりが強い古いまちは、ソーシャルキャピタルも強固である。
実行委員会（市民部会）の成功は、4 町内のソーシャルキャピタルによるものである。別の言い方をすれば、
豊橋市において、西浜町同様の新しいまち、および商業地区等において、高い分別協力率を得るには、
例えばごみ有料化を実施するなどの分別インセンティブを市民に与える必要があると考えられる。
東三河アンケート（2013）においては、「ごみを減らす効果があっても有料化はやめてほしい」という設
問に対して、豊橋市では「非常にそう思う」24.2％、「まあそう思う」23.3％で有料化にネガティブな人が全
体の 62.5％であった。一方、第 17 回実行委員会の座談会においては、「豊橋市民はどのくらい生ごみの
分別ができるか」というテーマについて、「できると思う」「意識が高まるよう周知することが大事」「臭いが出
る生ごみは冷凍保管するといった手引きがあると良い」「ごみの量は若いほど増える。豊橋市に活気がな
ければ…」「若い人は生ごみを出さないのでは」といった意見が出された。
2. コスト評価
本グループにおいては、コスト評価は研究の範囲にないが、政策の実行可能性を検討するにおいてコ
スト評価は不可避である。詳細なコスト評価は今後の課題としたい。ここでは、長岡市と豊橋市の PFI 事業、
そして本研究において構築された生ごみ分別収集システムをコスト面から比較する。
長岡市では、同様の PFI 事業について問題なく運営されている。これは、①もともと可燃ごみの収集が
週 3 回あったものを、週 2 回の生ごみとおむつ、週 1 回の可燃ごみとおむつに変更したこと、②PFI 事業
に先立ってごみ有料化を導入しており、コストアップ分の負担を一部排出者負担とし、かつ生ごみと可燃
ごみに差額を設けて生ごみ分別のインセンティブを与えたこと、③下水処理工場およびごみ焼却工場とメ
タン発酵施設を併設し、メタン発酵処理における残渣や異物、消化汚泥（排水）を並立処理できる立地の
有利さによるものである。
これを参考にし、本グループの社会実験において、生ごみは可燃ごみの日に同時に（生ごみは特別に
設置したコンテナへ）排出する週２回、さらに指定袋による収集とし、排出者である市民には極めて好評
であった。ただし、積極的に分別を続けるインセンティブがなかったため、２ヶ月間の社会実験において
は、徐々に生ごみ分別・収集量が減っていたと考えられる。また、社会実験の説明を各町内で行った際に
は「この事業によって、例えばガス料金が安くなるのか」という質問があり、そのような目に見えるメリットが
感じられないと、生ごみ分別は難しいのではないかという意見が出された。そこで、ごみを有料化して、生
ごみを無料あるいは安くするといったルールについてアンケート調査を実施したが、有料化に関わりなく
分別できるという回答は 43％で最も多く、第 17 回市民部会の座談会においても「有料化をしてもしなくて
もある程度は分別するのでは」という意見が多かった。豊橋市民がごみ有料化に否定的であるのは、１.に
前述したとおりである。また、ごみ処理費用が現状以上に増加することについても、否定的である。
一方、豊橋市 PFI 事業においては、①現在、可燃ごみは週２回収集であるが、ステーションの使用状況
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および費用面から、週２回生ごみ・週１回可燃ごみに変更することが難しいこと、②平成 27 年度よりようや
く指定袋が導入されたが、有料化する予定がないこと、③中島下水処理場と焼却工場（ガス化溶融炉）が
離れているため、メタン発酵に供される生ごみの異物と消化汚泥は下水処理場で炭化され、一方で可燃
ごみはガス化溶融炉で引き続き処理されることをもって、ごみ処理システム全体のコストアップは必至であ
る。1.にも、市民に分別インセンティブを与えるために有料化が必要であると前述したが、ごみ処理システ
ム全体での税負担軽減効果を鑑みれば、ごみ有料化といった経済的手法がやはり必要であると言える。
■波及効果と普及発展
本グループ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、例えば北広島市や長岡
市のように、すでに社会において実装されている段階にある。従って今後の他地域への展開にあ
たっても十分に普及の可能性、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。
さらに海外、とくにアジア諸国においても検討をしてきた。廃棄物系バイオマスの熱回収はス
ウェーデンや日本の東北・北海道地域では重要だが、アジア諸国においてはバイオガス発電によ
る電気エネルギー化という Waste to Energy が強く望まれている。普及可能性は十分にある。
（f） 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：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等は、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、気候変動の適応策である災害対策として、下
水処理場では独自電源の確保は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
本グループでは、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
―メタン発酵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 年度以降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試験を実施した。図Ⅳ-2-（3）-（f）-1 に下水汚泥・CO2・熱
有効利用システムの概要を示す。
本システムの燃料代替効果により正味のエネルギー消費量は-2.5MJ/kg-TS となることが分かり、有効
性が示された（以下に説明）
1） 豊川浄化センターのエネルギー消費量
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
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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、A 重油のエネル
ギー消費量は浄化センター全体の 15％程度であり、残りは電力が占めている。図Ⅳ-2-（3）-（f）-2 に豊
川浄化センターの平成 25 年度における使用電力量とその内訳を示す。ブロワと水処理による使用が大
半を占めることが判る。汚泥処理において焼却以外の代替え案を考える場合、焼却に掛かるエネルギー
を下回る必要がある。
2）水熱処理－メタン発酵プロセスにおけるエネルギー収支
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Ⅳ-2-（3）-（f）-3）。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。
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。
3）豊川浄化センターにおける本システムの導入効果の試算
実証試験を行っている豊川浄化センターに本システムを導入することにより得られる農作物の生産量を
明らかにする。豊川浄化センターにおいて排出されている全量の下水汚泥(脱水ケーキ)を原料として想
定し、その場合の本システムにおける物質・エネルギーフローを本実証試験の結果等に基づき解析した。
図Ⅳ-2-（3）-（f）-4 に豊川浄化センターに本システムを導入した場合の炭素フローの推計結果とトマト栽
培および海藻養殖温室の設置可能な規模を示す。真冬期のトマト栽培に必要な温室加温熱量をすべて
発電機排熱で得ることを考えた場合、4,800m2 の温室が設置可能であることが示された。同様にトマトの光
合成促進のために必要な CO2 を発電機排ガスから得ることを考えた場合、7,500m2 の温室が設置可能で
あることが示された。海藻養殖では、7,200m3 の養殖タンクの設置が可能であることが示された。このことよ
り、本システムを豊川浄化センターに導入することにより、トマトが 226 トン/年、海藻が 102 トン/年の食糧
生産につながる。
生産されるエネルギーおよび処理において必要なエネルギーの収支と焼却処理(現在の豊川浄化セ
ンターの汚泥処理法)におけるエネルギー消費量を比較した。システムの機能を、脱水汚泥処理、発電、
トマト栽培の 3 つに限定し、焼却処理の場合も同じ機能を果たすと仮定した。その時に必要とされる電力
や燃料の一次エネルギー量を推計し、両者を比較した。評価する単位は乾燥汚泥 1kg 当たりの熱量とし
た。システムの脱水汚泥処理工程は、水熱前処理、メタン発酵処理とした。エネルギー消費量の推計に
用いたデータを表Ⅳ-2-（3）-（f）-1、表Ⅳ-2-（3）-（ｆ）-2 に示す。また、植物工場の CO2 施肥による燃料
の代替効果の推計は、1L の灯油から 2.4kg の CO2 が発生するとして行った。メタン発酵処理の消費熱量
の推計には、実測値ではなく、熱力学的推計を用いた。下水汚泥の各処理におけるエネルギー消費量
の推計結果を表Ⅳ-2-（3）-（ｆ）-3 にまとめた。本システム（水熱前処理、メタン発酵処理）のエネルギー消
費量は 10.8MJ/kg-TS、焼却処理では 12.5MJ/kg-TS となり、汚泥の処理に必要となるエネルギーは同等
であることが分かった。本システムでは、発電、植物工場の加温、植物工場への CO2 施肥に用いられる化
石燃料の代替が可能である。発電は 9,600kWh/day、植物工場は 4,800m2 の規模の加温と CO2 施肥に必
要とされる燃料を推計した。各機能に必要なエネルギー消費量を表Ⅳ-2-（3）-（ｆ）-4 に示す。これらの結
果に基づき汚泥の処理方法の違いによるエネルギー消費量の比較を図Ⅳ-2-（3）-（ｆ）-5 に示す。本シス
テムの燃料代替効果により正味のエネルギー消費量は-2.5MJ/kg-TS となることが分かった。
4）太陽光およびバイオガス発電によるエネルギーの共役化
太陽光発電は、昼間のみの発電であるのに対し、バイオガス発電は、バイオガスを貯めることができる
範囲で運転時間に制約はない。しかし、本システムでは、排気ガスを野菜栽培の光合成に利用するため、
バイオガス発電機は、昼間にも必要な時間だけ必ず運転を行う必要がある。トマトの栽培試験では、
CO2(排気ガス)施用を 1 日 8 時間実施している。温室内の CO2 ガス濃度の目標値である 1,000ppm を維
持するために、温暖期は、CO2 施用時間中ほとんどの時間において発電機を運転する必要があった。冷
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温期は、温室内の温度上昇が低く、換気があまり必要ないため、バイオガス発電機を運転する時間が短
い。このことを考慮して、昼間(CO2 施用時間)におけるトマト栽培温室の電力収支を計算した。その結果、
太陽光発電では、温室で必要な電力を量として賄うことができなかったが、必要な CO2(排気ガス)を得ると
同時にバイオガス発電機から得られる電力により、その不足を十分に補うことができる。また、冷温期は、
バイオガス発電機を稼働させる必要がある時間が短いので、その分を太陽光発電から電力が得られない
夜間の電力供給量を増やすことができる。
（g） 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 特任助教）
■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
本グループにおいて提案するシステム全体の温室効果ガス排出量の削減効果を推計し、実証試験に
おける温室効果ガス削減に貢献した。さらに、他地域での取り組みにおける温室効果ガス削減に向けた
指針を示すことができた。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 年度からはじまった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。
詳細な研究成果を以下に示す。
1) システム全体の温室効果ガス排出量の削減効果
1-1） 前提条件
現在、日本全国の下水処理場で発生する下水汚泥の約 76%が未利用となっている。バイオガス化や緑
農地利用として有効利用されている以外の下水汚泥の主な処理方法は、焼却か埋立である。このような
状況の中、これまで、数多くの研究が下水汚泥のメタン発酵事業の環境面での有効性を示唆しているに
も関わらず、その普及が進まないのはなぜであろうか。その理由の一つは経済的な課題である。メタン発
酵事業を下水汚泥の処理事業と考えた場合、既存の焼却や埋立処理に比べ費用がかかると見積もられ
ているためである。このような状況を打破すべく、本グループは、「処理ではなく利用。」「下水処理場に眠
る資源を有効利用し下水処理場を食料生産工場にする。」といった発想の転換を促す。すなわち、本グ
ループにおいては、下水汚泥の処理を前提としたシステムではなく、その利用を前提としたシステムを想
定している。これにより、これまでの評価の視点である「経営収支の改善」や「処理費用の削減」よりむしろ
「費用対効果」の観点から有効利用に伴う直接的かつ間接的な社会・経済・環境面でのメリットを期待して
いる。例えば、下水汚泥から製造した肥料が高価に取引されるようになれば、そのシステムの経済性は大
きく向上するであろう。また、下水処理場に存在する低コストの再生可能エネルギーや資源を利用して価
値の高い海藻やトマトを生産することができれば、下水処理場を取り巻く状況は大きく変化するであろう。
これらの取り組みは、単に下水汚泥をメタン発酵しエネルギー利用するだけでは実現できなかった課題
の克服に挑戦するものである。したがって、たとえ温室効果ガス排出量が最も少ないシステムであっても、
普及しなければ全くその効果を発揮しない。温室効果ガス排出量が多少そのケースより多くても、地域に
とって魅力があり普及する可能性が高いシステムのほうが結果的に温室効果ガス削減効果は大きいとい
える。このような観点から本研究では、水熱処理およびバイオガス中に含まれる CO2 の有効利用による効
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果を念頭に温室効果ガス排出量を評価する。
1-2） 目的と方法
温室効果ガス排出量の削減効果は、システムの導入前後の温室効果ガス排出量の差によって求める。
この時、システム導入前の温室効果ガス排出量は各地域の下水汚泥処理の方法によって大きくことなる
ことが予想される。一方、下水汚泥といっても、下水処理場の処理方式によってその性状や発生量も異な
っている。また、一般的に夏のほうが下水汚泥の濃度が薄くなるなどの季節的な変化も起こりうる。このこ
とは、システム導入後のメタンガス発生量にも影響するかもしれない。トマトや海藻の生産量や CO2 消費
量はその年の日照時間などの気象条件にも大きく左右されることは間違いない。したがって、ある一定の
仮定をおく本評価によって得られる結果は、潜在的に不確実性を孕んでいる。このような状況を鑑みた上
で、本評価の目的は、未来を緻密に予測し、想定される変動をすべて考慮し、システム導入による温室効
果ガス削減効果を見積もることではない。本評価の目的は、より温室効果ガス削減効果の高い取り組み
にするための方策を示すことである。このような目的で、本システムの導入効果として、豊川浄化センター
における現在の汚泥処理方法である焼却処理と本システムの温室効果ガス排出量を比較した。評価の
際に必要となるデータは実証試験における測定結果を用いた。また、評価単位を汚泥 1kg-TS（TS : 蒸
発残留物）当たりとして評価した。
1-3） 結果と考察
脱水汚泥の焼却処理と本システムの温室効果ガス排出量の比較を図Ⅳ-2-（3）-（g）-1 に示す。焼却
処理の温室効果ガス排出量は合計 1.8 kg-CO2eq/kg-TS であった。一方、本システム（水熱前処理、メタ
ン発酵処理、温室加温・CO2 施肥代替）の温室効果ガス排出量は-0.4 kg-CO2eq/kg-TS であった。水熱
処理のエネルギー消費に伴う温室効果ガス排出量はバイオガス発電による電力代替に伴う温室効果ガ
ス排出量の削減にほぼ等しい。また、この結果から焼却時に排出される N2O 排出および温室加温時の化
石由来 CO2 排出の回避に伴う効果が大きいことが明らかとなった。したがって、本システム導入の際には
こうした効果を得る取り組みが温室効果ガス削減に有効であるといえる。
2) カーボンオフセット事業策定の適合性
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、平成 27
年度時点で 42.12 円/kWh（税込）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。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 0.494 kg-CO2/kWh （ 中 部 電 力 2014 年度 の 値 ） と した 場 合 、
42.12/0.494＝85 円/kg-CO2（87,000 円/トン-CO2）となり、CO2 クレジットの価格（現在、15,000 円/トン
-CO2 以下ほど）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。
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（h）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：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 事業によるメタン発酵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 事業によるメタン発酵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
休止中のメタン発酵槽とバイオ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。尚、これまでは電力の固定価格買取制度がなかったことや地球温暖化対策
を含めた環境性を精査してこなかったために休止していた。下水処理場において負荷変動等があったか
らではない。この結論から事業化に至る過程で、本実証試験から得られたバイオガスの発生量や消化汚
泥の成分データなどが有効に活用された。
現在、実証試験場である下水処理場（豊川浄化センター）に、気候変動の緩和策となる下水汚泥から
バイオガスを生産する実機のメタン発酵システム（発電規模約 500ｋW）を PFI 事業により再稼働させるべく
建設工事が進められている。（H29．2 売電開始）。
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
愛知県では、東三河地域の将来像を示す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、
重点的な施策の一つとして再生可能エネルギーの導入拡大を掲げ、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、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設置して、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した。
このロードマップを作成する上で、本実証試験は合意形成の場として大きな役割を果たした。1 つには
ステークホルダーに対し、積極的に実証試験場の見学を開放することにより、ロードマップに掲げたプロ
ジェクトが実現した際の循環型社会システムの将来像への理解を深めることができた。
また、地域住民にも積極的に見学会に参加してもらうとともに、生ごみ収集への社会実験に、取り組み
主体の一員として参画してもらうことにより、下水処理場における気候変動への取り組みの支援者となっ
てもらうことができた。
また、実証試験の最終結果は、シンポジウム形式の報告会を開催し、さらに多くの人たちと共有するこ
とができた。
実証試験場となった下水処理場（豊川浄化センター）では、愛知県、豊橋市、豊橋技術科学大学、民
間企業等で構成するコンソーシアムが事業主体となって進めている下水熱を活かした大規模植物工場
（農林水産省補助事業次世代施設園芸導入加速化支援事業；約 6ha）、の建設（H28 年度事業開始）や
市民ファンドを活用した太陽光発電事業（発電規模約 1990kW）の建設（H28 年 4 月売電開始）が進んで
いる。尚、大規模植物工場は、事業として営業を含め民間企業が主となって取り組んでいる。
これらの取り組みは、本プロジェクトが目指す新しい社会システムの下、本プロジェクトがきっかけの一
29

つとなり進んだものである。 即ち、愛知県と流域関連 4 市（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市）の連携、
下水道分野および農業分野関係者の連携、愛知県と市民の連携の下、各種事業の事業性評価と規制
の改革を各ステークホルダーと調整することにより全国の先駆けとなる事業の展開が進んだ。
3． 社会実証の妥当性と社会システム改革の具体性
（1）社会システム改革の実現性
気候変動対策として、下水汚泥、バイオマス、含水率の高い廃棄物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・小規模分散型電源
の確保・食品および肥料自給率の向上を実証し、事業性を含め社会に例示した。これにより、各省庁・自
治体を跨ぐ廃棄物行政に関わる制度的隘路の克服の必要性を明確にし、社会システム改革の必要性を
具体化した。この結果、実証試験現場である下水処理場には、各省庁・自治体が連携し、気候変動対策
を考慮したメタン発酵システム実機の再稼働、農林水産事業として大規模植物工場や市民ファンドを取り
入れた太陽光発電システムの設置が進み、目標とした社会システム改革が実現した。
（2）地方公共団体等と実施対象地域
事業開始当初は、関係者の連携も悪く非難も多くあったが、愛知県知事や国土交通省らの現地訪問と
共に、成果が得られ始めた頃から連携も深まり賛同者も増え、事業が推進した。国内外から、様々な立場、
幅広い年齢層の訪問者が多くあり、マスメディアにも多く取り上げられたことから実証試験現場である下水
処理場のプレゼンスも向上した。
また、地域コミュニティの醸成を進め生ゴミの分別回収など地域との連携により実施対象地域の市民と
地方公共団体である下水処理場関係者との関係も改善した。
事業の最終報告会として、実施対象地域にて、地方公共団体等とシンポジウムを開催し、定員の 250
名を越える参加申し込み者があった。
事業後も実証試験が継続できる場所もまた確保することができた。
（3）制度的隘路
制度的隘路には、路がない訳ではないことが、この事業でよく判った。多くのことは、特に、自治体レベ
ルで判断ができる制度は、首長の考えた方次第であり、強いて言えば担当者の気持ち次第で制度の解
釈が左右する。よって、本プロジェクトでは、廃棄物処理・バイオマス利活用の観点から考えた制度的隘路
の克服策とは、自治体間および省庁間連携の促進と行政のやる気を高めることの二点を考えた。
実証試験現場である下水処理場では、様々な発展があった。このことからこの本プロジェットでは、現場
で社会実証試験をデモンストレーションし、賛同者を増やすことによって制度的隘路が克服できたものと考
える。また、これを先導的事例として国内に広く示せたことから他の地域も制度的隘路の課題に真正面か
ら取り組む必要に迫られているはずである。そして、その効果は大きく、社会システムの改革のひとつのき
っかけになっているものと考えている。
4． 実施体制等の有効性
（1）実施体制
（a）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-2 に示した通りである。実証試験場には、水熱処理およびメタ
ン発酵槽の運転を担当する研究員 1 名を始めの 2 年間常駐させ、以後は研究補佐員２名を当てた。
研究グループ（c）のメタン発酵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は参
画機関のひとつであるフルハシ EPO 株式会社が主体となり、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だ。3 年目以降は豊橋技術科学大学と共同で実証試験を推進した。
研究グループ（e）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）
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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）へ異動した。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）を発足させ活動を実施した。また、豊橋技術科学大学に所属し、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問題なく社会実験は予
定通りに実施された。
各研究グループとの連絡・意思疎通は豊橋技術科学大学に設置されたプロジェクト推進室のスタッフと
研究グループの責任者および担当者の間で適時行われた。
（b）研究運営委員会等会議の開催状況
運営委員会委員の一覧をⅦ．付録 表Ⅳ-4-1 に示す。運営委員会の開催一覧、研究成果報告会、研
究連絡会等開催リストはⅦ．付録 表Ⅳ-4-2～Ⅳ-4-4 に記載する。運営委員会は準備会を含め合計 8
回が実施され、その都度進捗状況を報告し、各委員の先生方よりコメント、アドバイス等を戴き、実証研究
に反映させた。
連絡会は各テーマで必要に応じて開催し、研究の進捗状況をメンバーで共有すると共に研究の展開
方法（実務）に関して検討した。特にテーマ「（e）廃棄物およびバイオマス利活用の策定と実証」では市民
との共同作業の必要があり、市民を巻き込んだ「生ごみ分別収集社会実験実行委員会（市民部会）」を発
足させ、定期的・計画的に連絡会を開催して市民とのコミュニケーションを図り研究を進めた。
（c）所要経費の使途
雇用した事業担当職員は延12名でその雇用期間、職務内容を含む一覧を表Ⅳ-4-5に示す。その他、
パート雇用者8名と学生アルバイト15名で実証試験を推進した。
実証試験に使用した主な設備（500万円以上）についてその一覧を表Ⅳ-4-6に示す。また、設備費およ
び人件費を含む研究グループ別経費使用状況を表Ⅳ-4-7に示す。
[他の競争的資金との連携] として農林水産省 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」の補
助金を得て吸引通気式堆肥化装置の可能性調査を実施した。その結果、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いたため、食品廃棄物などへ適用がされていなかった。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。
（2）普及・広報
（a）情報発信（アウトリーチ活動等）について
セミナーや展示会の実施、報道された事項、講演活動などの主な情報発信のリストはⅦ．付録 表
Ⅳ-4-8～表Ⅳ-4-10 に記載する。
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、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、
地域のイベントに積極的に出展し、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としても情報発信を行った。
（b）研究成果の発表状況
本プロジェクトに関連した研究発表の件数を以下に示す。また、本プロジェクトに関連した国内外の
投稿論文・著作等の詳細および特許出願3件（国内）についてのリストは、Ⅶ．付録（公開）の表
Ⅳ-4-11～12に示す。事業終了後となるが投稿論文を複数執筆している。
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研究発表件数（原著論文（査読付）リストは、Ⅶ．付録 表Ⅳ-4-11 に記載）
原著論文発表（査読付）

左記以外の誌面発表

口頭発表

合計

国

内

3件

7件

23 件

33 件

国

外

4件

1件

17 件

22 件

合

計

7件

8件

40 件

55 件

（注） 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。
5．中間評価の反映
採択時のコメントで、「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。」とあった。
「要素技術の開発と適用」においては、各要素技術のメリットとデメリットを明確にし、実施場所の特性に
合わせた適用方法の方向性を示すことができた。
「システムの総合的採算性」においては、当該プロジェクトで行っている全体のシステムを、他の地域へ
適用することは考えていない。このシステムは、社会に対し、パラダイムシフトにより新しい社会システム改
革の必要性と可能性を理解させるものである。要素技術それぞれの採算性や地球温暖化の緩和策と成り
得る可能性は示した。本プロジェクトで言及するパラダイムシフトとは、発想の転換を意味する。具体的に
は、温暖化効果ガスである CO2 の積極的利用、下水処理場での食物生産、吸引式堆肥化などであり、こ
の例示によって社会システムの改革が進んだと考えている。
「気候変動に伴う災害時の対策」に対しては、想定する災害時の対策については、課題は挙げたもの
の、対策までを練ることができなかった。個別電源の確保ができる可能性を示すことができたが、対策を
立てることまでは、当初の目的にはなく対応が困難であった。
「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」ことについては、廃棄物の処
理と共に、エネルギーを生産し、その際に排出する CO2 や熱を作物生産に利用できるモデルは示すこと
ができた。その結果、当該システム全体をそのまま普及させるのではなく、ここで示された概念に基づき、
地域の特性に合わせ他地域への普及作業が進んでいる。
一方、採択条件にあった「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。」については、まずは、実証試験場である豊川浄化センターにて、
管理する行政と共に、先導的事例を示し、前例をつくることで制度的隘路を克服し、社会システム改革を
広域的に展開している。対象物を下水汚泥に限定することなく様々なバイオマスに対して展開させる方策
を取り、その効果が他地域に波及している。
中間評価時のコメントとしては、「個別の観点からは汚泥処理における水熱処理の必要性・効率性、
CO2、熱、バイオマスを利用する植物工場でのトマト生産及び海藻工場での海藻生産等の事業性の検討
等各要素技術に関して課題が残るとともに、本システム全体としてのエネルギー、CO2、費用の収支の見
積りが不十分である。今後これらの改善に取り組み、要素技術の改良と共にシステム全体としての低炭素
化、効率化を図り、所期の目的を達成することを期待する。」とあった。
「汚泥処理における水熱処理の必要性・効率性」については、総合的なエネルギーの観点からは、下
水汚泥に対する水熱処理の必要性はないことが明確となった。一方、後段のプロセスにあるメタン発酵シ
ステムの効率は高まることを示した。これにより、その後の堆肥化においてリン含有率を高めることができ
る可能性を示すことができた。加えて、有機性廃棄物に対する水熱処理利用方法に関して新たな知見を
得ることができているため、事業終了後も実証試験を継続させる。また、下水汚泥を熱（殺菌）処理するこ
とによる風評被害の軽減や、下水汚泥と混合処理される可能性のある家庭から排出される生ゴミを生分
解性プラスチックで回収した場合の水熱処理の必要性を示した。さらに、新たな重金属除去方法の知見
が得られたことにより、継続して実証試験を進めることとしている。このように、対象物および目的に合わせ
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水熱処理を用いるべきかどうかを判断するべきであり、必ずしもバイオマスに対し水熱処理が必要である
とは本プロジェクトの展開では主張をしていない。
「CO2、熱、バイオマスを利用する植物工場でのトマト生産及び海藻工場での海藻生産等の事業性の
検討等各要素技術に関して課題が残る」について、太陽光利用型植物工場でのトマト生産は、既に、通
常に行われている事業であり、その事業に、他プロセスからの CO2 および排熱が利用することができれば、
事業採算性は各段に高められる。本プロジェクトでは、各要素技術を隣接させることを重視しており、遠隔
地の場合、距離に応じた検討までには至っていない。ただし、本プロジェクトで得られた知見を基に、豊
川浄化センターで行われる大型植物工場の計画には、処理水熱の利用および CO2 の活用の有効性が
反映されている。一方、海藻工場については、事業性を検討し、その結果を基に、商業化に向けた試験
に取り組んでいる。
「本システム全体としてのエネルギー、CO2、費用の収支の見積りが不十分である。今後これらの改善
に取り組み、要素技術の改良と共にシステム全体としての低炭素化、効率化を図り、所期の目的を達成
することを期待する。」について、本プロジェクトでは、システム全体を、各地域で展開する計画ではない
ため、システム全体の費用の収支見積もりは行っていない。ただし、エネルギーおよび CO2 に関する収支
は算出できている。その結果、問題点や課題も整理ができている。しかし、本システムを広く発展させるた
めの一般化したマニュアルの製作までには至らなかった。理由としては、地域特性に加え、行政や企業
の能力、関与する学術専門家や、首長の考え方、社会の動向等を含めて検討すべきことであり、一般化
することは容易ではなかった。
進捗状況：「植物工場や海藻工場が事業として成立できるよう、製品の安全性や品質、経済性など総合
的な視点での評価に基づく実証実験の推進を期待する。」については、トマトは安全性には問題がない。
四年間、市場に卸し、また、市場に出せないものは、廃棄することなく利用したが、問題は全く発生してい
ない。植物工場の経済性に関しては、上述したとおりである。海藻は、各バッチで試食を行っているが問
題は発生していない。海藻工場については、商業化を前提に、引き続き製品の安全性や品質の検討を
行う。海岸沿いに工場が建設でき、地域の漁業組合との連携が図られ、海への海水の排水が容認されれ
ば経済性は十分に確保ができることを確認している。
研究プロジェクトの有効性：「水熱処理を用いるとエネルギーの使用量が増加するなどの例もあるので、
今後、各要素技術およびシステム全体を通して、エネルギー、CO2、費用の収支を正確に見積もり、プロ
ジェクトを推進する必要がある。」については、下水汚泥に対し、水熱処理を用いると総合的なエネルギ
ー使用量は明らかに増加する。エネルギーおよび CO2 総排出量の観点から言えば、下水汚泥に対し水
熱処理を用いるべきではない。ただし、イニシャルコストおよび汚泥の最終的な処理費を含めたランニン
グコストの観点から言えば、必ずしも下水汚泥に対し水熱処理を用いるべきではないとは言えず、対象物
および適用場所の事情により水熱処理を用いると有効となる。このように、本プロジェクトにおいて、エネ
ルギー使用量および CO2 総排出量と総合的な費用の関係が必ずしも一致することではないことを再確認
することができている。
実施体制等の有効性：「市民部会が組織化され、生ごみの分別のあり方などの検討が開始されているが、
生ごみ処理をこのシステムに組み込むことは、運用の経済的改善と社会への還元において不可欠であり、
その成果を期待する。」について、本プロジェクトで得られた結果としては、家庭からの生ゴミを分別回収
することは、市民の低い協力率に基づけばエネルギー利用量および CO2 総排出量の観点では、行うべき
ではないことが明らかになった。加えて、生ゴミ処理を豊川浄化センターで再稼働するメタン発酵システム
の実機に組み込むことは、運用の経済的改善が必ずしも果たせる訳ではない。
継続性・発展性の見通し：「「制度的隘路」を克服するための方策に関して具体像を検討する必要がある。
また、下水汚泥中の重金属の含有量などは地域によって条件が異なるため、地域の特性を明確にすると
ともに、他の地域にどのように普及を図るかについては、課題を明確にして取り組む必要がある。」につい
33

て、「制度的隘路」を克服するには、実績を積み上げ、小規模でも前例を作ることが必要となる。実証試験
にて経済的効果や CO2 排出量の低減を示し、行政の関係者に理解してもらうことが大切である。また、多
くの関係者で「制度的隘路」の克服に向けた雰囲気作りも重要となる。首長の理解を深め決断を促すこと
が効果的である。下水汚泥中の重金属の含有量などは地域によって確かに異なる。さらに、下水汚泥は
必ず肥料化する必要があるとは考えていない。特に都市部や耕作面積が大きくない地域や下水汚泥肥
料に合わない土質や作物を生産する地域では下水汚泥肥料を利用することはなく、下水汚泥の肥料化
を進めるべきではない。本システムでは、パラダイムシフトを促し、新しい社会システム（新たな連携）が生
む廃棄物処理と作物生産の一体的運用で、廃棄物処理の見直し、作物生産の高度化を促すことができ
る。これは、自治体関係者あるいは当事者のモチベーション次第となる。これらの成果を基にし、本システ
ムの概念による事業の継続性および発展性は様々な形で現れている。社会の流れから今後も発展するも
のと予測している。バイオマス利活用の分野において、継続性および発展性を求めるのであれば高度な
技術や先進的な科学を取り入れるべきではない。利用できる費用が限られ、成果が早期に求められるた
め、既存の技術や事業性が担保されている手法などを用いてそれらを組み合わせるべきである。
Ⅴ．実施期間終了後の継続性・発展性
1. 実施期間終了後の継続・発展
Ⅳ．成果 1．目標達成度をご参照ください。これらは、事業開始三年目の後半より動き出し、現在に至
っている。それぞれのポンチ絵を、図 V-1～5 に示す。これら以外にも、関連した要素技術の開発を、民
間企業と複数件取り組んでいる。また、公益財団法人科学技術交流財団が運営する研究会活動に申請
し、採択された。これにより、今後二年間は、バイオマスの生産および利活用研究会として複数の企業と
共に、事業の持続性と発展性を検討する。
2. 波及効果と普及発展
Ⅳ．成果 4．実施体制等の有効性 （2）普及・広報 にもあるように、実証試験場へ多くの見学者を受
け入れ、マスコミで取り上げられ、多くの招待講演を行い、事業の普及に力を入れた。
豊橋技術科学大学や参画機関が関与している直接的な波及効果や普及発展は、Ⅳ．成果 1．目標
達成度 に記載したとおりであるが、間接的な波及効果については、記述が容易ではない。理由としては、
佐賀市や福岡市をはじめ数多くの自治体にて、自治体間や省庁間を越えるバイオマス利活用（有機系廃
棄物の処理）と共にエネルギー生産および作物生産を行う事業が取り組まれ始めているからである。実際
の下水処理場において愛知県と共に豊橋技術科学大学と民間企業と市民が取り組んだ実証試験が前
例となり、他地域に対しどれほどの波及効果が与えられたのかは判断をすることができない。
Ⅵ．自己評価
1. 目標達成度
Ⅳ．成果 1．目標達成度 に示したとおり、計画以上の成果（社会システム改革、事業化、波及効果と
普及発展）が得られており目標は十分に到達したと判断をしている。本システムにおけるほとんどの要素
技術は、気候変動の適応策あるいは緩和策となり得るものである。事業化も視野に入れることができてい
るために、各民間企業にて実施期間終了後の継続性や発展性がある。しかし、各要素技術において、気
候変動の適応性や緩和効果などの定量的な評価までには至っていない。一定の条件下で、年間を通じ
た実証試験も行えていないため、今後は、長期的な試験を行う必要がある。また、要素技術や複合技術
の一般化やマニュアル化までに至っていないため、誰でもが取り組めるものには未だなっていない。
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2. 技術開発内容の妥当性
本システムのついては昔から概念と発想はあったものの、実際の現場にて実証試験を、愛知県と共に
行えたことが非常に有意義であり、他地域への大きな刺激となった。バイオマス利活用、特に廃棄物処理
には、高度な技術を用いない技術開発内容であった。したがって、多くの人に理解し易く効果的であった
ため、計画以上の妥当性は高いものと評価できる。
3. 社会実証の妥当性と社会システム改革の具体性
愛知県が管理をする四つの市の下水を処理する実際の下水処理場内において比較的、理解が容易
にできるシンプルな社会実証を、適度なスケールで行ったことは、訪問者や関係者全員の理解を深め協
働を促し社会システム改革が具体的に進んだものと評価している。特に、下水汚泥や生ゴミから海藻やト
マトを生産する一連のシステムのインパクトは強く、システム全体への関心度も高かった。さらに、下水処
理場のプレゼンスも高めることができた。このように実証現場は大きな発展を遂げた。今後は、市民による
ビオトープ再生計画および市民農園開発が進められることになっている。このように、現在の社会システ
ムの課題をあぶり出し、パラダイムシフトによって新しい社会システムを創造させることに寄与したものと評
価をしている。
4. 実施体制等の有効性
知事のガバナンスが効き現状に危機感を有する行政、新しいビジネスを模索している民間企業、バイ
オマス利活用に関し検討している地方自治体、実証試験の概念が共有できている職員たちとの実施体
制は、事業の推進にたいへん効果的であった。これは、初年度からではなく、2 年目からこの有効性が発
揮された。
一方、研究費の配分が満足にできなかったため、実施体制にある大学教員メンバーによる実質的な研
究を進めることができなかった。しかし、アドバイザーとしてはご協力をいただいた。このような体制であっ
たため、事業推進室が中心となり連携よく情報交換が行えるため、事業の推進にたいへん有効であった。
5. 実施期間終了後の継続性・発展性
Ⅳ．成果 １．目標達成度 に記載されているとおり直接的なものだけで、計画以上に実証試験の高い
継続性と発展性を有することができた。
6. 中間評価への対応
中間評価の際に提示されたコメントを受け、システム全体や要素技術のエネルギー・CO2・経済収支お
よび制度的隘路の克服を考慮した上で、他地域への展開を念頭においた実証研究を実施した。具体的
には、当初想定していたシステムすべてを他地域にそのまま展開するのではなく、地域特性に応じて要
素技術を組み替えるテーラーメイドなシステムの提案を行なうことを前提とした実証試験を実施した。した
がって、可能な限り様々な条件を想定して、要素技術を検証した。また、市民を巻き込んだ生ごみ分別・
回収の社会実験を実施したことで、地域のソーシャルキャピタルが大いに醸成された。
このような取り組みの結果、豊川浄化センターや豊橋市をはじめとした東三河地域の今後の発展はもと
より、他地域や海外からの熱望を受けてさらなる展開が行なえるプロジェクトに発展している。
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Ⅶ．付録(公開) (参考図表、調査資料等)

図Ⅳ-2-(3)-(a)-1 下水汚泥の高品位肥料化グループの概要

図Ⅳ-2-(3)-(a)-2 下水汚泥の高品位肥料化グループの主要設備: 左上；水熱反応槽(内容積 0.5m3)、
右上；堆肥化槽(堆肥容量 6m3×3 槽)、左下；メタン発酵槽(内容水量 2m3×2 槽)、
右下；メタン発酵槽(内容水量 15m3×1 槽)
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表Ⅳ-2-(3)-(a)-1 メタン発酵システムにおける実験結果
平均バイオガス
発生量[L/kg-原料VS]

原料名

実験条件

試験期間

下水汚泥
(濃縮生汚泥)

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
投入原料TS濃度：約３％

平成２４年６月
～平成２５年２月

410

下水汚泥
(濃縮生汚泥)

発酵温度：５５℃
平均滞留時間：１２日
投入原料TS濃度：約３％

平成２４年９月
～平成２６年２月

530

下水汚泥
(脱水ケーキ)

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
投入原料TS濃度：約８％

平成２７年１１月
～平成２８年１月

230

下水汚泥
(水熱脱水ケーキ)

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
投入原料TS濃度：約５％
(生汚泥：水熱脱水ケーキ
＝82：18）

平成２５年３月
～平成２５年９月

290

濃縮生汚泥由来のガ
ス発生量相当分を差
引いた推計値

下水汚泥
(水熱脱水ケーキ)

発酵温度：５５℃
平均滞留時間：２０日
投入原料TS濃度：約５％
(生汚泥：水熱脱水ケーキ
＝82：18）

平成２６年１月
～平成２６年４月

310

濃縮生汚泥由来のガ
ス発生量相当分を差
引いた推計値

下水汚泥
(水熱脱水ケーキ)

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
投入原料TS濃度：約10％
(生汚泥：水熱脱水ケーキ
＝58：42）

平成２６年８月
～平成２６年１２月

280

濃縮生汚泥由来のガ
ス発生量相当分を差
引いた推計値

下水汚泥
(水熱脱水ケーキフィ
ルタープレス脱離液)

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
投入原料TS濃度：約５％
(生汚泥：水熱脱水ケーキ
＝82：18）

平成２７年１月
～平成２７年７月

480

濃縮生汚泥由来のガ
ス発生量相当分を差
引いた推計値

スーパーマーケット
生ごみ
(水熱あり)

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
平成２５年１０月
投入原料TS濃度：約１０％
～平成２６年３月
(生汚泥：水熱脱水ケーキ：生
ごみ＝66：24：10）

510

濃縮生汚泥および水
熱脱水ケーキ由来の
ガス発生量相当分を
差引いた推計値

家庭生ごみ
（水熱なし）

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
平成２６年５月
投入原料TS濃度：約１０％
～平成２６年７月
(生汚泥：水熱脱水ケーキ：生
ごみ＝31：35：34）

530

濃縮生汚泥および水
熱脱水ケーキ由来の
ガス発生量相当分を
差引いた推計値

家庭生ごみ
（水熱あり）

発酵温度：３８℃
平均滞留時間：２０日
平成２６年５月
投入原料TS濃度：約１０％
～平成２６年７月
(生汚泥：水熱脱水ケーキ：生
ごみ＝31：35：34）

490

濃縮生汚泥および水
熱脱水ケーキ由来の
ガス発生量相当分を
差引いた推計値

豚舎排水

発酵温度：３８℃
平成２７年４月
平均滞留時間：３０日
450
～平成２８年２月
投入原料TS濃度：約5％
図Ⅳ-2-(3)-(a)-3 吸引通気式堆肥化装置概要
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備考

図Ⅳ-2-(3)-(a)-3 吸引通気式堆肥化装置概要

図Ⅳ-2-(3)-(a)-4 消化汚泥の堆肥化槽内温度の変化
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表Ⅳ-2-(3)-(a)-2 各試験における全リン濃度

試験期間
平成25年4月～5月
平成26年9月～10月
平成26年12月～1月
平成27年4月～5月
平成27年7月～8月

全リン濃度
（ｇ-P2O5/㎏-乾燥重量）
206
156
144
195
191

図Ⅳ-2-(3)-(a)-5 新プロセスの概要と試験結果
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図Ⅳ-2-(3)-(a)-6 硫化水素を含むバイオガスの通気量と溶存体重金属濃度

図Ⅳ-2-(3)-(b)-1 バイオガス利用の概要
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図Ⅳ-2-(3)-(b)-2 気体溶解装置

図Ⅳ-2-(3)-(b)-3 精製ガス中のメタン濃度の変化

41

図Ⅳ-2-(3)-(b)-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

図Ⅳ-2-(3)-(b)-5 メタン／CO2 分離の概念図
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バイオガス精製前後でのCH４/CO2の比率
120

CH4/CO2の比率(％)

100
80

4
53

60
96

40
20

47

0
バイオガス

精製後
ガスの状態

図Ⅳ-2-(3)-(b)-6 バイオガス精製前後の CH4 と CO2 の比率

図Ⅳ-2-(3)-(b)-7 湿式バイオガス精製装置の概略図
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CO2
CH4

図Ⅳ-2-(3)-(b)-8 湿式バイオガス精製装置の実物写真

図Ⅳ-2-(3)-(b)-9 120 分動作におけるバイオガス組成変化
(条件：水温 28℃、加圧容器内圧力 0.15MPa)
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生成ガス比率(通常/アルカリ添加)
100%
90%
80%

37

26

27

74

73

37

26

27

74

73

70%
60%
50%

CO2

40%
30%

63

63

GH4

20%
10%
0%

0
13min.
20hrs.
精製前
運転時間(通常)

13min.
精製前
運転時間(アルカリ添加)

20hrs.

図Ⅳ-2-(3)-(b)-10 精製後の CH4／CO2 比率；アルカリ添加との比較
(条件：水温 28℃、加圧容器内圧力 0.15MPa、
NaOH 水溶液濃度 0.75mg/L)

図 Ⅳ-2-(3)-(b)-11 精製装置動作における pH 変化
(条件：水温 25℃、加圧容器内圧力 0.15MPa、
循環水量 800L)
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図 Ⅳ-2-(3)-(b)-12 精製装置動作における CO2 濃度変化
(条件：水温 25℃、加圧容器内圧力 0.15MPa、
循環水量 800L)

都合により図は削除します

図 Ⅳ-2-(3)-(b)-13 植物工場内 CO2 施用区における各装置の配置
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図 Ⅳ-2-(3)-(b)-14 植物栽培無しにおける CO2 溶解水による室内 CO2 濃度の変化
(条件：温度 20℃、湿度 80%、換気無し、植物栽培無し、
溶解水濃度 512mg/L)

図Ⅳ-2-(3)-(b)-15 暖房稼動時の CO2 溶解水による室内 CO2 濃度の変化
(条件：温度 25℃、湿度 85%、換気無し、植物栽培無し、
溶解水濃度 512mg/L)
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表Ⅳ-2-(3)-(c)-1 各試験区における比較実験の条件
試験区

人工海水の

硫酸

過リン酸

尿素

クレワット

CO2

塩分濃度

アンモニア

石灰

[mg/L]

金属塩

[mg/L]

[%]

[mg/L]

[mg/L]

5

1

0.5

1.25

-

10

2

1

2.5

-

20

4

2

5

-

50

10

5

12.5

-

A1
A2
A3

3.5

A4
B5

2.0

B6

2.5

B7

3.0

B8

3.5

[mg/L]

20

4

2

5

C11

-

C9
C10

-

107(pH6.5)
95(pH7.0)

3.5

83(pH7.5)

C12

71(pH8.0)

図Ⅳ-2-(3)-(c)-1 各試験区における海藻の日間成長率
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図Ⅳ-2-(3)-(c)-2 外観

図Ⅳ-2-(3)-(c)-3 パイロットプラント本体
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図Ⅳ-2-(3)-(c)-4 パイロットプラントのシステム概略図
表Ⅳ-2-(3)-(c)-2 実証プラントにおける基本的な実験条件

表Ⅳ-2-(3)-(c)-3 平均湿重量(20 株)と平均総湿重量(ｎ＝3)
1日目
CO2有り
通常

3日目
0.02
0.02

6日目
0.02
0.02

8日目
0.03
0.03

0.15
0.12

50

10日目
13日目
15日目
平均総重量
0.25
0.87
1.32
581.8
0.14
0.46
0.52
246.9

図Ⅳ-2-(3)-(c)-5 CO2 の施肥効果(スジアオノリ)

CO2添加効果
0.7

湿重量(ｇ/２０株)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
１日目

４日目

６日目

８日目

１０日目

１２日目

培養日数
CO2アリ

CO2ナシ

図Ⅳ-2-(3)-(c)-6 バイオガス中の CO2 の添加効果
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１４日目

栄養塩の有／無による海藻成長の差異

海藻湿重量(g/20株)

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

栄養塩あり

0.05

栄養塩なし

0

培養日数

図Ⅳ-2-(3)-(c)-7 栄養塩の添加効果(ミナミアオノリ)

海藻の成長に及ぼす肥料＆CO2の効果
6

湿重量(g/20株)

5
4
3

施肥＆CO2

2

海水のみ

1
0
1日目

３日目

7日目
10日目
培養日数

14日目

16日目

図Ⅳ-2-(3)-(c)-8 栄養塩および CO2 の添加効果(ミナミアオノリ)
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CO2添加効果
海藻の湿重量(g/２０株)

6
5
4
3

施肥＆CO2

2

施肥後

1
0
1日目

３日目

7日目

9日目

14日目

16日目

培養日数

図Ⅳ-2-(3)-(c)-9 栄養塩添加後と栄養塩および CO2 添加時の成長比較

初期密度と海藻の成長
0.9

海藻湿重量(g/２０株)

0.8
0.7
0.6
0.5

2.5g

0.4

5.0g

0.3

7.5g

0.2
0.1
0
1日目

３日目

6日目

９日目

11日目

14日目

培養日数

図Ⅳ-2-(3)-(c)-10 海藻の初期密度と成長差
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17日目

7

70

6

60

5

50

4

40
3

30

2

20
10

1

0

0

海藻湿重量(g/２０株)

80

海藻湿重量
積算日照時間

1日目
2日目
３日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
９日目
10日目
11日目
12日目
13日目
14日目
15日目
16日目
17日目
18日目

積算日照時間(hrs)

日照時間と海藻の成長

培養日数(日)

図Ⅳ-2-(3)-(c)-11 積算日照時間と海藻の成長

表Ⅳ-2-(3)-(c)-4
項

目

パイロットプラントの試験で得られた知見
対

象

スジアオノリ
海水温と海藻
の成長
ミナミアオノリ

胞子の放出

海水(豊川放水
路河口)

海藻(試験
サンプル)

事

象

参考資料

25℃を越えると成長が止まり、白化が観
られる(30℃越えでは顕著)
30℃を越えると成長が止まる。30℃を超
える日が続くと白化が観られる

成長が止まり、白化が観られた海藻から
胞子が放出され、塩ビパイプの表面や
培養槽の内側に付着し成長

海水に生息している微生物(含：海藻類
微生物

の胞子)が培養槽の内側に付着・繁殖⇒
栄養塩の添加で助長される
夏季晴天時、テントハウス内の気温は

テントハウス内
の温度管理

海水温

40℃を越え、100L 槽の海水温は 40℃
近くまで上昇、現状では夏季の培養は
不可⇒ハウス内の換気対策の要アリ
54

資料(1)

100L 槽では海藻の長さが 5 cm 以上に
海藻の長さと絡

海藻(試験

なると塩ビ管に絡まる海藻があり、それ

まり

サンプル)

を基点として海藻同士が絡まって大きな
塊となる
エアレーションにより、培養槽内の海水

エアレーション

海藻(試験

による攪拌

サンプル)

を攪拌し、海藻を浮遊・移動させ停滞や
絡まりを防止しているが、エアレーション
の強度がマッチングしないと海藻の絡ま
りや切断の原因となる

表Ⅳ-2-(3)-(c)-5 資料(1) 夏季の培養槽の海水温
晴天時の海水温(8/18)
100L 槽
時間

1000L 槽

10:00

14:00

10:00

14:00

槽1

36.1℃

38.7℃

33.9℃

36.0℃

槽2

35.5℃

38.3℃

33.8℃

35.9℃

槽3

35.5℃

38.1℃

33.7℃

35.8℃

槽4

34.7℃

37.1℃

33.5℃

35.3℃

槽5

34.8℃

37.1℃

33.3℃

35.2℃

槽6

34.8℃

37.0℃

33.2℃

35.2℃

曇天時の海水温(8/15)
100L 槽
時間

1000L 槽

10:00

14:00

10:00

14:00

槽1

30.7℃

34.2℃

30.6℃

32.6℃

槽2

30.7℃

33.9℃

30.5℃

32.4℃

槽3

30.7℃

33.9℃

30.5℃

32.3℃

槽4

30.7℃

33.7℃

30.6℃

32.3℃

槽5

30.7℃

33.7℃

30.6℃

32.3℃

槽6

30.7℃

33.8℃

30.6℃

32.4℃
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表Ⅳ-2-(3)-(c)-6 スジアオノリ市場品質調査
品質項目
不純物

ヒアリング結果
不純物として砂や甲殻類等の混入は除去できるが、「てぐす」等の破片は商品に絡まる
ため機械除去できない。人の目・手による除去しているが、それでも見逃して、クレーム
になる。陸上養殖で根本的に不純物がない仕組みであれば商品価値は高い。
乾燥工程前に水でよく荒い塩を落とす必要がある。結晶化すると白く不純物となる。遠
心脱水機でしっかり脱水させる必要がある。

香り

強いほうが良い。流通している天然のものと比較すると香りは弱い。
乾燥工程で香りが変化するため注意が必要。

色

緑色が濃いほど良い。黒く高級感があり好まれる。

藻長

藻長が長いほど利用用途が増えるため好ましい。見た目も良い。30 ㎝以上が好まし
い。横幅 30cm 程度のダンボールに梱包されて卸市場で入札されるため、30cm 程度あ
れば流通もしやすい。

太さ

藻体は細めの方が好ましい。乾燥時に曲げず直線的な形状を残す。

味

苦味が薄いもの。一部の料亭等への直売では生食として販売もされている。

図Ⅳ-2-(3)-(c)-12

運転コストの試算(1 日、培養槽 1 トン当たりの運転経費)
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【Ⅳ.2.(3).(c) メタン発酵処理により発生する CO2 を用いた次世代海藻工場の実証：参考文献】
1) 平岡雅規ら，胞子および発芽体の集塊化による海藻養殖法, 特許第 3828359 号, 2000.12.14
出願.
2) 平岡雅規，大型緑藻アオサ類による高効率バイオマス生産, Journal of The Japan Institute of
Energy, 91, 1154-1160, 2012.
3) 平岡雅規ら，海藻類の多段式連続洋食装置，特開 2012-213379, 2012.1.12 出願
4) 戸谷和光，二酸化炭素溶解装置、二酸化炭素分離装置および海藻工場，特開 2011-230066,
2010.4.28 出願
5) 伊藤紀仁，気体溶解装置，特開 2013-27814，2011.7.28 出願
6) 瀬名波出，沖縄における海洋バイオマス利用による CO2 固定化，新エネルギーの開発, 2008.
7) 経済産業省，平成 24 年度二酸化炭素海洋固定化・有効利用技術調査事業報告書，2013
8) フルハシ EPO㈱，平成 22 年度農林水産省補助事業 農山漁村 6 次産業化対策事業(緑と水
の環境技術革命プロジェクト)報告書，2011
9) (財)機械システム振興協会，被着床型藻類バイオマスによる CO2 高効率固定プラントの開発
に関するフィージビリティスタディ報告書，2011
10)蔵野憲秀, 宮地重遠，微細藻類の高 CO2 に対する適応，Radioisotops, 44, 431，1955
11)内田朝子, 飯間雅文，高強度、明暗周期、栄養塩濃度がカワシオグサ Cladophora glomerata
の増殖に及ぼす影響，矢作川研究，11，47，2007
12)山本縁, 大島義徳, 千野裕之, 小川幸正，微細藻類の培養に関する基礎研究，大林組研究
所報, 78，1，2014
13) 吉田吾郎, 新村陽子, 樽谷賢治, 浜口昌巳, 海藻類の一次生産と栄養塩の関係に関する研
究レビュー，水産総合研究センター研究報告，34，1，2011
14) Critchley, A.T., Ohno, M., Seaweed resources of The world，431, 1998
15) 国連食糧農業機関.世界漁業・養殖業白書(日本語要約版)，16，2012 国際農林業協働協会
16) 農林水産省, 魚業・養殖業生産統計, 2011
17) 農林水産省, 漁業生産額, 2011
18) 農林水産省, 漁業センサス結果の概要(確定値), 2008
19) 徳島県立農林水産総合技術センター吉野川におけるスジアオノリ養殖の現状と課題, 1992
20) 水産庁, 日本の希少な野生水生生物に関するデータブックに掲載されている海藻類, 1998
21) 財務省, 貿易統計
22) 大野 正夫 編著, 海藻の資源開発と利用に向けて, 有用海藻誌, 2004
下水処理場
汚泥

メタン発酵

水熱処理
環境制御
＜培養液＞
＜気象＞
・気温 ・湿度 ・水温 ・EC ・pH
・日射 ・CO2 ・溶存酸素
・養分組成

暖房
CO2施用

ガス精製
CO2溶解
CH4
畜熱
タンク

熱
CO2

低段密植・養液栽培

培養液

養液
P タンク

発電機

電力

図Ⅳ-2-(3)-(d)-1 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
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図Ⅳ-2-(3)-(d)-2 グリーンハウス本体(面積 500m2)

図Ⅳ-2-(3)-(d)-3 栽培システムの一部(養液調整装置)
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図Ⅳ-2-(3)-(d)-4 トマト苗定植直後の様子

図Ⅳ-2-(3)-(d)-5 収穫間近のトマト果実の様子
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表Ⅳ-2-(3)-(d)-1 に本プロジェットで実施したトマト栽培試験における収量(第五期は、病気により不作)

図Ⅳ-2-(3)-(d)-6 廃 CO2 施用下における CO2 濃度の経時変化
(晴天時の典型的な傾向)

60

図Ⅳ-2-(3)-(d)-7 標本株の平均 1 株収量
(第七期、図中のエラーバーは標準誤差，
*:有意差があることを示す,トン検定;p<0.05)

表Ⅳ-2-(3)-(e)-1 前芝校区バイオマス・生ごみ分別収集社会実験実行委員会開催一覧
開催日
平成 25 年 3 月

回数

概要

1 回目

発足

2 回目

1．長岡市事例紹介、長岡方式について質疑応答

22 日
平成 25 年 4 月
26 日
平成 25 年 5 月

2. 前芝校区での生ごみ収集の方法について(議論)
3 回目

24 日
平成 25 年 6 月

1．生ごみのステーション収集時の方法について
2．協力世帯の募り方について

4 回目

28 日

1．生ごみの収集方法について(生ごみ専用ボックスについて)
2．各自治会町議員に協力世帯を打診していただくためのチラシ検討
(8 月町議員会にて説明、協力世帯の意向調査を実施するため)
3．生ごみの組成調査について報告と質疑応答

平成 25 年 9 月
20 日

5 回目

1. 意向調査票の回収
2. 意向調査時の所見(各町内会長より)
3．実施体制についての確認：対象地域、スケジュール検討
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平成 25 年 10 月

6 回目

25 日
平成 25 年 11 月

1. 組成調査の結果報告
2. 意向調査の結果報告

7 回目

22 日

1．各ステーションに置くコンテナの決定：協力世帯数およびごみ細組成
調査結果より、各ステーションで収集される生ごみ量を推計し、それに基
づいてステーションに設置するコンテナ数や指定袋の必要枚数を決定
2．ごみステーションの状況について検討
3．分別収集運搬計画について議論

平成 26 年 1 月

8 回目

24 日

1．11 月実施のごみ細組成調査について(報告、検討)
2．分別収集運搬計画について議論
3．参加協力世帯へのアンケート素案(検討)

平成 26 年 2 月

9 回目

27 日

1．生ごみ分別収集計画の変更について(コンテナ等の変更)
社会実験実施年度の大正大学予算額が当初予定よりも大幅に縮減さ
れたことで、計画していたコンテナレンタルや収集運搬業者への支払が
極めて厳しい状況になったため、対応策を緊急検討。
2．分別協力世帯アンケート調査について(事前アンケート配布)
3．生ごみ分別・指定袋デザインについて

平成 26 年 3 月

10 回目

14 日

1．「生ごみ分別の手引き」について(決定)
2．収集用コンテナ(容器見本)および工作日について(決定)
3．振り返りと社会実験に向けて

平成 26 年 4 月

11 回目

25 日

1．バイオマス社会実験の最終確認
・配布物の確認(辞退者報告とも)
・生ごみ収集運搬計画の確認
2．生ごみ専用ボックスの各ステーションでの取り扱いについて
・ブロックの有無
・ボックスの置き場所、設置日
・収集後に出された生ごみ等、発生が予想されるトラブルへの対応の確
認
3．事前アンケートについて(報告)

平成 26 年 5 月

12 回目

23 日

1．バイオマス社会実験の中間報告(現場からも)
・ 各自治会・ステーションごとに聞かれた市民の声の集約
・ 問題・課題、解決について：トラブル対応確認
2．6 月 27 日(予定)のバイオマス資源化実験施設見学会について
・ 別紙：チラシ案参照
3．H25 年度ごみ細組成調査結果、事前アンケート結果について(報告)

平成 26 年 6 月

13 回目

27 日

1．集合(見学者含む)、見学会主旨内容説明
・バイオマス社会実験 CBC(テレビ)報道番組録画映写
・施設見学会
2．(見学者解散の後)事後アンケート配布
3．生ごみ収集状況、専用袋の回収・再配布状況確認、他ご意見等情報
交換
4．7 月 4 日以降の分別回収箱(ストッカー)撤去等について

平成 26 年 7 月
18 日

14 回目

1．社会実験結果報告(収集量推移、異物混入状況、分別協力率、ガス発
生量等)、意見交換
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平成 26 年 11 月

15 回目

1．生ごみ回収量、それに伴うバイオガス発生量等分析結果報告

28 日

2．事後アンケート結果報告
3．ごみ細組成調査結果報告
4．これまでのふりかえり
5．今後について

平成 27 年 6 月

16 回目

(予定のみでキャンセル)

17 回目

1．社会実験の結果概要と市民の分別協力状況について(報告)

16 日
平成 28 年 2 月 9
日

2．座談会(以下の 3 つのテーマについて意見交換)
①なぜ社会実験中の 2 ヶ月間、生ごみ回収量は減り続けたのか
②実際に毎日生ごみを分別し、燃やすごみの日まで保管する体験をし
て、どのように感じたか
③H29 年度開始の豊橋市生ごみ分別収集事業について、豊橋市民は
どの程度分別ができると思うか

社会実験期間中の生ごみ収集量
400
350
300

200

袋数
重量

150
100

図Ⅳ-2-(3)-(ｅ)-1 社会実験期間中の生ごみ収集量の推移
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07月04日

07月02日

06月30日

06月28日

06月26日

06月24日

06月22日

06月20日

06月18日

06月16日

06月14日

06月12日

06月10日

06月08日

06月06日

06月04日

06月02日

05月31日

05月29日

05月27日

05月25日

05月23日

05月21日

05月19日

05月17日

0

05月15日

50

05月13日

KG

250

図Ⅳ-2-(3)-(f)-1 下水汚泥・CO2・熱有効利用システムの概要

図Ⅳ-2-(3)-(f)-2 豊川浄化センターにおける平成 25 年度の使用電力量とその内訳
（愛知県, 豊川流域下水道の計画概要ホームページより）
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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Ⅳ-2-(3)-(f)-3 水熱処理－メタン発酵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

図Ⅳ-2-(3)-(f)-4 システムの炭素フローの推計結果と設計したプロセスの規模
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表Ⅳ-2-(3)-(f)-1 エネルギー消費量の推計に用いたデータ
項目
焼却処理
水熱処理装置
3

(10m )

単位

値

重油

kL/year

582.4

H22 年度実績

電力

kWh/year

14,058,190

H22 年度実績

熱量

MJ/kg-TS

6.95

実測値

kWh

356

実測値

常時電力

kWh/day
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実測値

電力

kWh/day

960

実測値

電力(3 バッチ)

メタン発酵装置

備考

3

(2500m ×2 基)

表Ⅳ-2-(3)-(f)-2 各動力の一次エネルギー消費量の原単位
項目

単位

値

MJ/kWh

9.97

A 重油

MJ/L

39.1

灯油

MJ/L

36.7

電力

表Ⅳ-2-(3)-(f)-3

焼却処理
水熱前処理
メタン発酵処理

脱水汚泥の各処理による消費エネルギー[MJ/kg-TS]
項目

値

電力

6.89

燃料

5.62

電力

1.93

燃料

6.95

電力

0.43

燃料

1.48

表Ⅳ-2-(3)-(f)-4 各機能に必要なエネルギー消費量
項目

機能

エネルギー消費量[GJ]

発電

9,600kWh

8.62

温室加温

11.0MJ/m2

2.70

CO2 施肥

0.96kg/m2

1.93
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図Ⅳ-2-(3)-(f)-5 脱水汚泥の処理の違いによるエネルギー消費量の比較

2.0

汚泥焼却（CH₄）
汚泥焼却（N₂O）

温室効果ガス排出量
[kg-CO2/kg-TS]

汚泥焼却（苛性ソーダ）
汚泥焼却（重油）

1.0

汚泥焼却（電力）
CO₂施肥代替効果
温室加温代替効果

0.0

バイオガス発電
メタン発酵（重油）
メタン発酵（電力）
水熱前処理（重油）

-1.0

水熱前処理（電力）

-2.0
焼却処理

本システム

図Ⅳ-2-(3)-(g)-1 脱水汚泥の焼却処理と本システムの温室効果ガス排出量の比較
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表Ⅳ-4-1 運営委員会委員一覧（平成 27 年度）
氏名

所属機関

役職

◎ 大西 隆

豊橋技術科学大学

学長（総括責任者）

大貝 彰

豊橋技術科学大学

副学長（副総括責任者）

長谷川 洋

愛知県東三河総局

総局長

伊藤 和己

愛知県環境部

技監

山口 豊

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

常務取締役

◎研究運営委員長

表Ⅳ-4-2 運営委員会の開催一覧
開催日
準備会

議題

平成 24 年 2 月 21 日

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1回

平成 24 年 9 月 11 日

プロジェクトの進捗状況の報告

第2回

平成 25 年 3 月 21 日

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

第3回

平成 25 年 9 月 26 日

プロジェクトの進捗状況の報告

第4回

平成 26 年 2 月 26 日

中間報告－今後の予定－

第5回

平成 26 年 7 月 8 日

プロジェクトの進捗状況の報告

第6回

平成 27 年 6 月 23 日

プロジェクトの進捗状況の報告

第7回

平成 28 年 3 月 24 日

プロジェクトの総括－今後の展開－

表Ⅳ-4-3 研究成果報告会開催の一覧
開催日

特記事項

平成 24 年度
第1回

6 月 11 日

内部事業進捗説明会

第2回

11 月 29 日

第一回運営協議会：プロジェクトの概要と進捗状況の報告

2 月 26 日

中間報告会（第４回運営委員会と同時開催）

第1回

2月4日

第２回運営協議会：プロジェクトの成果の報告と今後の展開

第2回

2 月 29 日

プロジェクト成果報告会（下水道資源のエネルギー利用シンポジウム

平成 25 年度
第1回
平成 27 年度

第１部「豊川バイオマスパーク構想の成果報告」および第３部「ポスタ
ーセッション」にて）
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表Ⅳ-4-4 研究連絡会等の開催一覧
開催日

特記事項

平成 24 年度
第1回

6 月 28 日

第一回嫌気性消化および高品位堆肥化部会：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：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2回

9 月 2６日

第一回海藻部会：本プロジェクトの概要と進捗状況、今後の予定

第3回

3 月 22 日

第一回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：メンバー紹介、趣旨
説明、実証試験場見学

第4回

3 月 25 日

第一回農業部会：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

平成 25 年度
第1回

4 月 26 日

第二回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：事例紹介、生ゴミの
収集方法

第2回

5 月 24 日

第三回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：生ごみ収集方法、協
力世帯の募り方について

第3回

6 月 28 日

第四回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：生ごみ収集方法、生
ゴミの組成調査について

第4回

9 月 20 日

第五回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：意向調査票の回収、
社会実験の校区実施体制・対象地域・スケジュールについて

第5回

10 月 25 日

第六回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：組成調査の結果報
告、意向調査の結果報告について

第6回

11 月 22 日

第七回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：前芝のゴミステーショ
ン、分別・収集計画（案）、ステーションに置くコンテナについて

第7回

1 月 24 日

第八回生 ごみ分別収集社会実験実行 委員会：分別・収 集計画
（案）、協力世帯へのアンケート調査、組成調査結果（11 月）につい
て

第8回

2 月 27 日

第九回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：生ごみ分別・収集計
画の変更、協力世帯へのアンケート調査、指定袋のデザインについ
て

第9回

3月3日

第二回海藻部会：これまでの試験結果の報告と今後に向けての意見
交換

第 10 回

3 月 14 日

第十回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：「生ごみ分別の手
引」、社会実験に向けて、収集バケツについて

平成 26 年度
第1回

4 月 25 日

第十一回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：社会実験の最終確
認、生ごみ専用ボックス、事前アンケートについて
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第2回

5 月 23 日

第十二回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：社会実験の中間報
告、実験施設見学（6/27 予定）、H25 年度ごみ組成調査結果につい
て

第3回

6 月 27 日

第十三回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：見学会、社会実験
の状況、事後アンケートの配布、分別回収箱の撤去について

第4回

7 月 18 日

第十四回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：社会実験結果の報
告、意見交換

第5回

11 月 28 日

第十五回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：社会実験に関する
最終報告、事後アンケート結果、ふりかえり、今後について

第6回

3 月 23 日

第三回海藻部会：海藻工場における試験の中間報告及び今後に向
けた意見交換

平成 27 年度
第1回

中 止

第十六回生ごみ分別収集社会実験実行委員会

第2回

2月9日

第十七回生ごみ分別収集社会実験実行委員会：実験の概要と市民
の協力状況、座談会（実験に関する所見、豊橋市の生ごみ分別）
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表Ⅳ-4-5 雇用した事業担当職員一覧（含：雇用期間、職務内容）
氏 名

雇用期間

職務内容

熱田 洋一

平成 23 年 10 月～平成 28 年 3 月

プロジェクトコーディネーター、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～平成 26 年 3 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～平成 25 年 3 月

植物工場、堆肥化など

内田 あゆ美

平成 24 年 4 月～平成 26 年 3 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）

原 麗子

平成 24 年 4 月～平成 28 年３月

メタン発酵等に関わる各種分析など分析関連
業務全般

宮下 公一

平成 25 年 10 月～平成 26 年 3 月

海藻工場における実証研究

平成 26 年 4 月～平成 28 年 3 月

バイオガスの有効利用、海藻工場でのバイオ
ガス利用など

表Ⅳ-4-6 実証試験に用いた主な設備
設備の名称

形 式

取得金額

用

途

（百万円）
ステンレス消化槽

CH-52001

14.6

メタン発酵システムの主要部分

グリーンハウス

WBFC

11.9

植物工場の本体部分

水熱反応システム

FI-03-20NJ

59.9

下水汚泥や各種廃棄物の処理

海藻培養システム

25.9

海藻培養設備一式

吸引通気式堆肥化実験装置

11.8

堆肥製造装置の本体部分

SP クレーン（２トンホイスト）

7.2

歳費製造装置の重要部品
（移動、切り返し用）
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表Ⅳ-4-7 研究グループ別の使用経費
（a）
設備備品費

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

（g）

（h）

合計

194.1

3.5

39.8

53.6

0.0

26.7

0.0

0.0

317.7

人件費

42.3

11.0

15.6

25.7

1.0

0.4

12.5

0.0

108.5

事業実施費

48.5

7.4

22.2

35.8

8.9

6.6

1.7

0.0

131.1

間接経費、

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

284.9

21.9

77.6

115.1

9.9

33.7

14.2

0.0

557.3

環境改善費
計

表Ⅳ-4-8 セミナー等実施状況
一連番号

①

課題名

トマト収穫記念式

日時・場所

平成25年6月10日・豊川浄化センター内 実証試験場

概要

プロジェクトの概要説明および現状報告、トマト初収穫の記念式典
「下水道資源のエネルギー利用シンポジウム」（愛知県主催、豊橋技術科

課題名
②

学大学共催）

日時

平成28年2月29日・穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペース
第１部「豊川バイオマスパーク構想の成果報告」、第2部「東三河地域にお

概要

ける先進事例紹介」、第3部「ポスターセッション」

表Ⅳ-4-9 報道回数
年度

回数

平成23年度

9 回

平成24年度

3 回

平成25年度

16 回

主な掲載紙等
中日新聞、日刊工業新聞、東日新聞、東愛知新聞、環境経済新聞、環
境新聞、下水道新聞
建通新聞、全国農業新聞
朝日新聞、中日新聞、東日新聞、東愛知新聞、日本下水道新聞、環境
新聞、循環経済新聞等
朝日新聞、毎日新聞、中日新聞、読売KODOMO新聞、東日新聞、東愛

平成26年度

27 回

知新聞、公明新聞、環境新聞、少年写真新聞、NHK名古屋、NHK国際
放送NEWSLIN、CBCテレビ、Yahooニュース、スマートジャパン等

平成27年度

23 回

中日新聞、東愛知新聞、東日新聞、中部経済新聞、CBCテレビ、東海テ
レビ、中京テレビ、知財情報局等
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表Ⅳ-4-10 講演活動等の主な情報発信
【著書】
1

2

3

著者

タイトル

蒲原弘継，佐合悠

下水汚泥利用法の多角化による

再生と利用，Vol.36,

貴，熱田洋一，大

下水処理場のバイオマスパーク化

No.136, p.6，2012

門裕之

構想

蒲原弘継，熱田洋

産学官民・農商工観連携による広

廃棄物資源環境学会

一，大門裕之

域下水道処理のバイオマスパーク

誌，Vol.24, No.1，

構想

p.50，2013

佐合悠貴，蒲原弘

水熱反応による高濃度下水汚泥

ケミカルエンジニアリン

継，熱田洋一，大

の高効率嫌気性消化

グ，Vｏｌ．58，No.１,

門裕之
4

蒲原弘継，熱田洋

p.23，2013
豊川バイオマスパーク構想

一，大門裕之
5

6

出版社, 頁＿，年

季刊水団連第 122 号，
p22，2015

熱田洋一，宮下公

下水汚泥を無駄なく利用して作物

環境浄化技術，

一，蒲原弘継，佐

生産－下水処理場のバイオマスパ

Vol.14, No.2，p.60，

合悠貴，大門裕之

ーク化構想－

2015

蒲原弘継，大門裕

気候変動に対応した「食」への貢

水道公論, Vol. 51，

之

献・豊川バイオマスパークの取り組

No.8，p.34，2015

み
7

Lee Chang Yuan,

バイオガス中のＣＯ２を施肥したス

環境科学会誌,

宮下公一、蒲原弘

ジアオノリの陸上養殖

Vol. 30, No.1, p.1-9,

継、熱田洋一、大

2017

門裕之
【講演等】
1

著者
大門 裕之

タイトル

主催、年号

未利用物質（廃棄物）から観る社

平成 23 年度ごみゼロ

会とごみゼロ社会の構築に向けて

社会推進愛知県民会
議, 2011

2

3

大門 裕之

大門 裕之

文部科学省 科学技術戦略推進

平成 23 年度海洋バイ

費 バイオマス・CO2 ・熱 有効利

オマス推進機構勉強

用拠点の構築

会, 2011

文部科学省 科学技術戦略推進

6C クラブ勉強会, 2011

費 バイオマス・CO2 ・熱 有効利
用拠点の構築
4

大門 裕之

バイオマス・CO2 ・熱 有効利用拠

INCHEM TOKYO（イ

点の構築

ンケム 東京）2011 先
端材料展, 2011

5

大門 裕之

バイオマスに関する最新動向 文

NPO バイオものづくり

部科学省 科学技術戦略推進費

中部環境分科会, 2011

「バイオマス・CO2・熱 有効利用拠
点の構築」を基に
6

大門 裕之

バイオマス・CO2 ・熱 有効利用拠
点の構築
73

第二回東三河塾, 2011

7

大門 裕之

下水処理場バイオマスパーク化計

FS 研究課題・研究会

画

産業総合技術研究所
中部センター, 2011

8

大門 裕之

下水処理場バイオマスパーク化構

東三河産学官交流サ

想に基づく産学官民・農商工観連

ロン, 2012

携による地域活性化
9

大門 裕之

産学官・農商工観連携によるバイ

中部異業種間リサイク

オマスパーク化構想

ルネットワーク協議会,
2012

10

11

大門 裕之

大門 裕之

農商工観連携を目指すバイオマス

産学官マッチング会 in

パーク実証試験

豊橋 2012, 2012

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, 2012

12

大門 裕之

バイオマス・CO2・熱を有効利用す

植物工場開発・普及研

る拠点形成について

究会キックオフセミナ
ー, 2012

13

大門 裕之

下水処理場における産学官民・農

第 12 回名古屋駅前イ

商工観連携による新たな試み

ノベーションハブ技術
シーズ発表会 , 2012

14

15

大門 裕之

大門 裕之

豊川バイオマスパークによる社会

第 3057 回豊橋ロータリ

のパラダイムシフト

ークラブ, 2012

「地域・産学官民・農商工観連携

平成 24 年度下水道セ

による下水処理場バイオマスパー

ミナー, 2012

ク化構想
16

大門 裕之

広域・産学官民・農商工観連携に

循環ビジネス創出会

よる豊川バイオマスパーク化実証

議，2012

事業
17

大門 裕之

循環資源の活用による再生可能

第 56 回生活と環境全

エネルギーと地域活性化を考える

国大会 特別シンポジ
ウム, 2012

18

大門 裕之

パラダイムシフトによる下水処理場

新城市生涯学習市民

のワンダーランド化 ～下水処理場

大学, 2012

でつくった野菜と海藻は商品とな
るか？～
19

大門 裕之

プロジェクト「バイオマス・CO2 ・熱

一般財団法人 海洋バ

有効利用拠点の構築」の経過

イオマス推進機構 報
告会, 2013

20

大門 裕之

豊川バイオマスパークにおける、

第 250 回中部社研フォ

広域・産学官民・農商工観連携に

ーラム，2013

よるパラダイムシフト
74

21

大門 裕之

汚水に眠る資源―下水処理場に

株式会社エステム第

おけるパラダイムシフト―

23 回環境フォーラム，
2013

22

23

大門 裕之

大門 裕之

広域・産学官・農商工観連携によ

化学工学会超臨界流

る下水処理場バイオマスパーク事

体部会 第 12 回サマ

業とパラダイムシフトの誘発

ースクール，2013

広域・産学官・農商工観連携によ

日本下水道協会

る下水処理場バイオマスパーク構

BISTRO 下水道推進

想

チーム 第一回会合，
2013

24

大門 裕之

豊川バイオマスパーク構想につい

株式会社 イズミテック

て

平成 25 年度 第 1 回ブ
ロック会議， 2013

25

大門 裕之

循環型社会の構築に向けたパラダ

平成 25 年度富山県環

イムシフト

境科学センター研究成
果発表会，2013

26

大門 裕之

下水汚泥利用法の多角化による

化学工学会静岡支部

バイオマス有効利用

第 21 回静岡フォーラ
ム・第 46 回研究交流セ
ミナー，2013

27

大門 裕之

産「学」官連携と研究目的・手段を

未来の化学工学を考

考える

える会 P&D セミナー，
2013

28

29

大門 裕之

大門 裕之

バイオマス・CO2・熱有効利用拠点

次世代エネルギーシス

の構築

テムセミナー，2014

バイオマス資源活用に向けた広

浜松地域イノベーショ

域・農商工観・産学官民連携

ン推進機構 第 4 回浜
松地域資源活用研究
会，2014

30

31

大門 裕之

大門 裕之

広域・産学官民・農商工観連携に

JICA-TUT 意見交換

よる豊川バイオマスパーク構想

会，2014

広域・農商工観・産学官民連携に

豊橋青年会議所

よる豊川バイオマス構想

2014 年度 6 月例会，
2014

32

大門 裕之

広域・農商工観・産学官民連携に

廃棄物・資源循環研究

よるバイオマスパーク構想

会平成 26 年度公開シ
ンポジウム，2014

33

大門 裕之

豊川バイオマスパーク実証事業～

愛知県産業科学技術

新たなエネルギーを考えるにあた

課 新エネルギー情報

って～

発信セミナー，2014
75

34

大門 裕之

夢の実現とその努力～自分を見つ

田原市立田原中学校

めることの大切さ～

職場体験学習講演
会， 2015

35
36

大門 裕之
大門 裕之

広域・農商工観・産学官民連携に

豊橋北ロータリークラ

よるバイオマスパーク構想

ブ例会，2015

豊川バイオマスパーク構想におけ

廃棄物資源循環学会

る食と下水道の連携

平成 26 年度 第 3 回講
演会『バイオマスのリサ
イクル 2』，2015

37
38

大門 裕之
大門 裕之

持続可能なバイオマス系廃棄物利

循環・代謝型社会シス

活用について

テム研究会，2015

豊川バイオマスパーク構想の状況

環境パートナーシッ

～公共施設を活用した資源循環

プ・CLUB 循環型社会

型モデル～

分科会 2014 年度第５
回循環ビジネス創出会
議，2015

39

40

大門 裕之

大門 裕之

高温高圧水を用いた技術および

2015 年度 第 3 回

CFRP のリサイクル

CPC 研究会，2015

バイオマス循環社会の構築–産学

第 26 回廃棄物資源循

官連携における学に望むこと、学

環学会研究発表会，

がすべきこと社会システム改革を目指したバイ
オマスパークの構築～バイオマス
利活用の最前線？と課題？～

2015
株式会社東海テクノ
泗研懇分析分科会オ
ープニングセミナー，
2016
グリーンエネルギーシ
ステム実証研究会（第
７回）, 2012
豊橋商工会議所議員
昼食会, 2012
有機循環推進フォーラ
ム 2012，2013

41

大門 裕之

42

岡山 朋子

43

岡山 朋子

44

岡山 朋子

45

岡山 朋子

46

岡山 朋子

豊川バイオマス構想〜食品リサイ
クルの視点から〜

47

岡山 朋子

有機性廃棄物の循環利用を考え
る

「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
豊川バイオマスパーク構想〜食品
リサイクルの観点から〜
新たな循環型社会へ～おかえり
やさいプロジェクト〜名古屋市発・
市民協働による生ごみ循環〜
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

76

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, 2013
ネットワークせとっこエ
コライフ講座, 2013
第 25 回廃棄物資源循
環学会, 行政研究部
会企画セッション「廃棄
物処理法の現在」,
2014

48

岡山 朋子

【学会発表】
1

2

3

生ごみの減量化・資源化取り組み
について―他自治体の事例を中
心に―

東松山市，2015

著者

タイトル

主催、年号

伊藤啓太，蒲原弘

嫌気性消化処理の前処理として用

化学工学会第 77 年

継，熱田洋一，大

いる高温高圧水反応による下水混

会，2012

門裕之

合汚泥の性状変化

熱田洋一，蒲原弘

嫌気性消化の高効率化を目指し

平成 24 年度廃棄物資

継，佐合悠貴，大

た水熱反応による高濃度下水汚

源循環学会研究討論

門裕之，岡山朋子

泥の可溶化

会，2012

佐合悠貴，蒲原弘

下水処理場における廃 CO2 を有

日本生物環境工学会

継，東海林孝幸，

効利用した植物生産システムの提

2012 年大会，2012

三枝正彦, 熱田 案
洋一，大門裕之
4

5

6

7

8

9

蒲原弘継，佐合悠

下水処理場においてバイオマス・

環境科学会 2012 年

貴，熱田洋一，大

熱・CO2 を有効利用する産業共生

会，2012

門裕之

のデザイン

岡山朋子，青山知

スウェーデン・ヘルシンボリ市域と

第 23 回廃棄物資源循

弘，蒲原弘継，熱

東三河地域の廃棄物系バイオマ

環学会研究発表会，

田洋一，大門裕之

スの資源化

2012

熱田洋一，蒲原弘

水熱反応を前処理技術として用い

第 23 回廃棄物資源循

継，佐合悠貴，大

た高濃度下水汚泥の高効率嫌気

環学会研究発表会，

門裕之，岡山朋子

性消化

2012

蒲原弘継，熱田洋

気候変動対策に向けた豊川バイ

第 8 回日本 LCA 学会

一，佐合悠貴，岡

オマスパーク構想における物質・

研究発表会，2013

山朋子，大門裕之

エネルギー収支の試算

熱田洋一，佐合悠

水熱処理を適用した高濃度下水

第 47 回日本水環境学

貴，大門裕之

汚泥の嫌気性消化

会年会，2013

内田あゆ美，蒲原

気体溶解装置を用いたバイオガス

化学工学会第 78 年

弘継，佐合悠貴，

簡易精製方法およびその装置を

会，2013

熱田洋一，大門裕

導入したシステム評価

之
10

11

佐合悠貴，内村光

下水汚泥嫌気性消化処理の脱水

2013 生態工学会年次

希，蒲原弘継，熱

ろ液を有効活用したコマツナの養

大会，2013

田洋一，大門裕之

液栽培

Lee Chang Yuan、 キノンプロファイル法を用いた堆肥

化学工学会第 45 回秋

佐合悠貴，熱田洋

製造過程における微生物群集構

季大会，2013

一，大門裕之，鈴

造の変化

木邦彦
77

12

13

14

岡山朋子，蒲原弘

豊橋市における家庭系生ごみ分

科学技術社会論学会

継

別収集システム導入に向けたソー

第 12 回年次研究大

シャルキャピタル形成

会，2013

蒲原弘継，岡山朋

家庭系生ごみと下水汚泥の混合メ

科学技術社会論学会

子

タン発酵事業の形成条件に関する

第 12 回年次研究大

研究

会，2013

蒲原弘継，熱田洋

炭素循環からみた豊川バイオマス

平成 25 年度 大気環

一，大門裕之

パーク構想の取り組み

境学会 中部支部学術
講演会，2014

15

蒲原弘継，岡山朋

生ごみと下水汚泥の処理・利用シ

第 9 回日本 LCA 学会

子，熱田洋一，大

ステムのライフサイクル分析

研究発表会，2014

宮下公一，大門裕

汚泥消化ガス中に含まれる CO2 の

第 33 回下水道研究報

之

利用と海藻養殖に関する研究

告会，2014

神保有亮，蒲原弘

富山県における食品廃棄物リサイ

第 10 回日本 LCA 学会

継，佐伯孝，大門

クル事業のライフサイクル分析

研究発表会，2015

富山修平，熱田洋

下水汚泥の水熱脱離液を用いた

日本水環境学会第 49

一，大門裕之，杤

嫌気性消化試験

回年会，2015

折川三佳子，熱田

バイオガス中に含まれる硫化水素

日本水環境学会第 49

洋一，大門裕之，

を有効利用した下水汚泥からの重

回年会，2015

神本祐樹

金属除去

岡山 朋子

豊橋市前芝校区バイオマス・生ご

第 26 回廃棄物資源循

み分別収集社会実験における分

環学会研究発表会，

別協力率の考察

2015

Yuki Sago,

A Proposal for New Plant

Asia-Pacific

Hirotsugu

Production System for Effective

Interdisciplinary

Kamahara,

Use of Waste CO2 in Sewage

Research Conference

Takayuki Tokairin,

treatment Plant.

2012， 2012

Hirotsugu

Paradigm Shift by Industrial

EcoBalance2012，2012

Kamahara, Yuki

Symbiosis in Japanese Sewage

Sago, Yoichi

treatment Plant

門裕之
16

17

裕之
18

本信彦
19

20

21

Masahiko Saigusa,
Yoichi Atsuta,
Hiroyuki Daimon
22

Atsuta, Hiroyuki
Daimon
78

23

A Plant Production System for the
Effective Use of Biomass Resource
in Sewage treatment Plants1. the
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図Ⅴ-1 バイオマス生産と利活用研究拠点(PUB)
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平成 26 年 7 月 25 日

図Ⅴ-2 バイオマス生産および利活用研究拠点からの展開

図Ⅴ-3 JA がのぞむ地域未利用資源を活用したバイオマスエネルギー有効利用システム[NEDO]

83

図Ⅴ-4 小規模普及型バイオガス発電システムの導入

図Ⅴ-5 インドネシアにおけるバイオマス有効利活用システムの導入

84

