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Methane Fermentation

��$が�	で
���の��となる����に�わり�バイオマスからのエネルギ����

が��を�びている���は�ごみ�q����|のバイオマスからメタンガスの�でエネルギを

��0���するメタン[���の�[����に��しており�これまでに２�の��を�して

いる���では�これらの��について��する�

Biomass draws increasing attention as the alternative energy source to fossil fuel that is finite and
causes global warming.
We have been focusing on the development of methane fermentation technology for energy recovery
from biomass such as garbage, livestock excreta, sludge, and so on.
And we have achieved two deliveries of methane fermentation plant so far.
This article reports on the outlines of technology and these plants.
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�����により�バイオマス��	
の��で
ある����や����に�する���が�しく
なっており���のような��す��てる�� す
る!といったバイオマス"#ができない$%になっ
てきている&
バイオマス'()の*+として�メタン�,-.
が/0されている&メタン�,は�123456か
らバイオガス7メタン89:60;�を<り=し�
エネルギとして>')できる-.である&これらの
?@をもとに��Aはメタン�,-.のB�と�C
DのE/に/Fしており�2003GにコープこうべH
Iけ�2006GにJ#KLMNHIけのメタン�,C
DをOPしている&QRでは��Aのメタン�,-
.と�２SのE/TUについてVWする&

��メタン����の��
メタン�,は�XY3ZS[で126が\]な^
�6の_`a)によりメタンとbcdefに#gさ
れるhiである&���jくおこなわれてきたのは
[k"lm�のJnok"lCDから��するpq
rsをtuvかけて#g�wxdする-.で�XY
3ydともいわれている&メタン�,によりこれま
で45z� "#されていたバイオマスの{|"l
やwxdが}~され���したバイオガスをエネル
ギとして>')することができる&２��３�

メタン�,における6���の��を�１に�す&
��の�iとなるバイオマスとしては��ごみ��
�o�6�ok"lrsのほか���z��z��
�mから��する123456�が�げられる&こ
れらバイオマスに�まれる�#�126は�まず�
k#g�により�#�の12cに#gされ7c�,��
その�メタン����の�きによりメタンとbcd
efが��される7メタン�,�&c�,とメタン
�,はそれぞれ�なる���が��する��である
ため���としてはb+の�,��をとっているが�
メタン�, ¡でも¢u~�するため�CD£には
¤¥されないケースも\い&メタン�,�は�メタ
ンとbcdefを¦§とするバイオガスとyd¨が
��する&yd¨は©ªでは¨«として')される
ケースが\いが�LQ¬¡ではYや�まれる®fz
¯#�の°±から�²³´はµ¶であり�ほぼ·x
をok"lし�[kもしくは¸¹��する&yd¨
ºの»�6¼½およびok"lCDから��したp
qrsは¾«dして>')することが\い&
メタン�,は��,¿9により�¿750À60Á�
とº¿730À40Á�に#けられる&º¿�,にく
らべて�¿�,のÂが:２Ã126#gÄ9がÄい

ため�Åuv"lやメタン�, のÆndには1'
であるが��¿メタン�,は126ÇÈの�Éや�
89のアンモニアによるÊËÌÍをEけやすいため�
��の�Îや�zxの�ÉをÏ#ÐÑしたうえで�
¿zº¿のどちらのÂ�をÒ)するかをÓÔする&
また�メタン�,は��の�kÕのÖいにより×
�7»�68920À40;�とØ�7４À12;�に
#けられる&×�メタン�,はÙ�やÚ�の�kÕ
の�いバイオマスが��の¦§となる&Ø�メタン
�,は�ごみ���o�6�rs��jÛÜのバイ
オマスが��の�iとなる&LQ¬¡ではÝÞ£に
Ù�バイオマスやÚごみのßÔ£なàáがµ¶であ
るため�Ø�メタン�,がjくâPされている&�
AのTUもすべてØ�メタン�,Â�である&

���	のメタン��
�
�Aはこれまでに２Sのメタン�,�COPTU
を1する&ã[にä�Cの��をVWする&
���コープこうべ�けメタン��
�

�����C D � �

2003G10�に�(å¢æçコープこうべHIけに
メタン�,CD�Ý�2をOPした&���mから
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��する�����を�	として
バイオガス��
をおこなう�である�４�コープこうべ��けメタ
ン���の��を�２に
��������フ
ローを�３に�す�
���������は�ごみ�����
メ
タン���
エネルギ���からなり
これら
の�におから !�
ビニールごみの"#$%
&'�(が)されている�*+���は,
�を-�している�メタン��は./01255
3�を4�している��ごみ５t/d を��し
��

させたバイオガスで��をおこない
えられた�5
は678で��する�
������ごみ��の-れ
67から��した�ごみは9:;
�ごみ���
��に<=され
>?を�@する��@された>
?は"#$%された;
7A��される��ごみは
�B;
9:データをもとにメタン��にCしたD
EにFGされ
�	HにIJされる�KLされた�
ごみスラリーはM:Nにメタン��HにOPされる�
メタン��HはQR%S180 m3 であり
9TU
JVWは10XWである�/+ジャケットにより55
3にYZされており
Q[�をメタン��してバイ
オガスを��させる�バイオガスは
 1\]^に
て\];
ガスホルダーにIJされる�IJされた
バイオガスはガスエンジン260 kW_１`�にPら
れ
��をおこなう���した�aはb６cがメタ
ン���でd�され
ef�は678で��され
る�efバイオガスは
gaボイラのh	としてd
�される�
メタン��Hで��したijkは
,の67*
+���にてla��
ma��され
n+op
-される�qr��にはqr$:jプロセス2エス
テプロセス��がstまれている�メタン��Hに
)されたuvjHに*+���から��したe
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�２ コープこうべ��けメタン��� ��

�３ コープこうべ��け�������� フロー~
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���が��され�ここで��	の
�する�の
�きで���される������は�������
�に�されることで
��な��が み���が!
"�される�
�������#�の$%
メタン&�を'(とする)*+,�����を#
�したことで�
ごみからのエネルギ-.や�+,
���/01!が�2となり�3458 70067の
コスト1!$%がえられている�また�)*リサイ
クル8に9められた)*+,�の�
:0;20<
=>を?�しており�8@AにBCしたDEFGを
HIしている�

��� ���バイオマス���センター メタン�

�	


������ � J K

20063４LにMNOPQけにメタン&���RS
TUをV�した�メタン&���はWXY�"80 t/d
@Zの[\��である�O]から&
する^_`�

ごみ�abcd������eをWXとして�バ
イオガス&f�ghおよびihjkをおこなうバイ
オマスのトータルリサイクルl�である�５m�６m MN
Oバイオマスno�センターのpqを�４に���
フローを�５にrす�
sl�はWXY����メタン&����ガスt
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����エネルギ�������	����
��
�������������からなる�メタン�
���の����は���50 t/d��ごみ24 t/d��
�� !６t/d の"�80 t/d である�メタン��で�
�させたバイオガスで�#をおこない�えられた#
$は��%の&'に��する(�)*#$は+#す
る�メタン��は,-./03512を3�してい
る�メタン��4から��する5��は67を��
として��し�その(は���を8て9:に;
<する�また������から��する=>?@
さは
��してAB��する�
�����バイオマス��の<れ
���はC�のバキュームDもしくはタンクDに
て��ごみはパッカーDにて��� !はEFGH
IJのバキュームDにてFKされ��LMでNLO
Pがおこなわれる����および�� !はC�の
スクリーンをQRしてSTの=>?をUVW�それ
ぞれ��XY4��� !XY4にZYされ�ポン
プにてPL[にW\の]^4に_Kされる��ごみ
はXYホッパに`aめのbcでZYされたW�d`
M�deUfMを8てビニール`や��gh?をi
?jkW�]^4にZYされる�]^4でl"され�
スラリー�したmnはカッターポンプでさらにoU
�され�PL[にメタン��4に_Kされる�
メタン��4はABpq1 900 m3 であり���r

�stは24utである�vwxyへの !z{によ
り351に|}されており�AM?をメタン��し
てバイオガスを��させる�バイオガスは~�?�
���で���を��りW��/���にて��
げの��をおこない�ガスホルダーに	�される�
	�されたバイオガスはガスエンジン0170 kW�
２�2にKられ��#をおこなう���した#�は
�%��に��されるが�)*Uは+#にまわされ
る��#sの�vでえられる-は�メタン��4
の�-�に��される�ガスホルダー%�が6P�
�になった�"�バイオガスの67はガスフレアに
て���Uされる�
メタン��4で��した5��の67は�v��
4で��W���	�4にて	�され���として
����される�@りの5��は�スクリーンにて
��?をjkしたW��UV�� !�による�
����で��がおこなわれる����は�)* 
!を $¡L�することを¢[として�£v�o�
による !¡L�プロセス0エステプロセス�2を
¤¥んでいる�5��は¦��§�=�UV�¨�
©ªリンjkを8て9:;<«まで��W�9

:;<されている�
�������¬YのB
®¯���mnである�����ごみ���� 
!に�えて��°±のXYれをおこなうことで��
%��#$&'²はほぼ100³になっており�+#
´µもあがりつつあるb¶である�
バイオマス·¸�センターの¹ºに"わせてu»
¼では�ごみのUf½�を´�しており�½�¾�
ごみLはUf¿Wの１Àtで3 418トン�¿ÀÁÂ
で31³¡Lすることができた�また�ごみの�Ã
L¡Äにともない�ÅÆ�Ç�の�ÈLを4 096ト
ンÉÀÊËしたとÌÍされる�７2

Îセンターは�ÏÐÑÒÓのÔÕ18ÀÁバイオ
マス���Ö×ØÙÚÛブロックにおいて��Ï
ÐÑ�ÜÝÞßàáをXá02007À１â2�また�
SUã�ä-å�æç�º��センターがÒÓする
�おおいた-å���コンテスト�´�7�におい
て�ã��áをXá02007À９â2した�バイオマ
スの���と��ä-å�æçに��する��とし
て�い��をえている�

む す び
Î�のメタン����と´µについて	
した�
メタン����はバイオマスの�����として�

�にABな��である��5��が��として�
���であるu��%では�����がST�す
る��があり�これが��につながらない��となっ
ている��W������のためにq [な��に
�¤んでいく��である�
Î�は{�ソリューション�Iとして��い{�

��を�Aしている��Wの�¤みとして�メタン
����と��?�����5�ガス�����の
¤"わせにより��&�の�い���ºを��して
いきたいと�えている�
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