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ワークショップの目的と概要 
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目的 

今後のバイオガス事業構築に向けて、課題を明らかに
した上で、具体的な対応策を示す。 

バイオガス事業関係者のネットワーキング 

ご参加者 

自治体 

食品/飲料関連企業 

メーカー 

エンジニアリング会社 

再エネ関連NPO法人 

コンサル会社、研究機関  etc. 

ワークショップの目的 
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ワークショップの構成 
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論点整理：     富士通総研 加藤 
 

事例紹介： 

 ① 群馬県飲料工場事例 日本ユニテック（株） 今泉氏 

 ② 北海道鹿追町事例    鹿追町 城石氏 
 

パネルディスカッション 

   パネリスト    ：日本ユニテック（株）   今泉氏 

          地域環境資源センター 岡庭氏 

           農研機構  柚山氏 

 モデレーター   ： 富士通総研  梶山 
 

Q&A（プレゼン、パネルを通じての質問）  
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論点整理 
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バイオガスのフロー図（例） 
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 原料 
家畜糞尿、生ごみ、食品
加工残渣など、含水率の
高い有機廃棄物 

 メタン発酵 
一定条件を保ちメタン
発酵させる 

 エネルギー生産 
 発電 and/or 熱供給 
 比較的高い発電効率 

 消化液の扱い 
発酵後残渣の処理に
ついても検討が必要 

バイオ 
ガス 

浄化処理 
または 
農地散布 

消化液 
（発酵後残渣） 

受入槽 

脱硫装置 

ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー 

発電機 

ボイラー 
原料 

電力・熱 

熱 

発酵槽 
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バイオガス発電事業のメリット 

経済的な負担・労力をかけて処理していた廃棄物 

 ⇒売電収入を生むエネルギー源 

 

消化液（発酵後に残る残渣）や発電の排熱利用 

 ⇒地域産業におけるコスト削減と付加価値創出 

 ⇒地域外からの資源・資材消費        
  （＝地域外へのお金の流出）の削減 
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処理 

処理料 

バイオガス発電事業のメリット（例） 
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熱 
肥料 

原料 売電収入 

加工 

生産 

廃棄物 
（家畜糞尿） 

製品 

農産物 

廃棄物 
（加工残渣） 

バイオガス 

メリットを地域が享受するためには、バイオガス事業が経
済的に成り立つ必要がある。 
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固定価格買取制度（FIT）導入による影響 

39円/kW時の買取価格により経済的な条件は改善 

FIT導入後1年4ヶ月で、設備認定39件（発電容量7,578kW）、
うち15件（同1,818kW）が稼動開始⇒設置件数は確実に増加 
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初期費用補助から発電に
対するインセンティブへ 

適切な設備の導入と安定
的・継続的な稼動が重要 

エネルギー事業として捉
え直し、課題を解決して普
及を目指すチャンス 

 

FIT導入以前のバイオガスプラント設置数 
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本ワークショップの主な論点 
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設備導入 
コンセプトづくり、設計、施工、費用 

運転管理 
ノウハウ構築、体制 

消化液 
液肥として散布：量、手段、費用 

   浄化処理：初期費用、運転管理費用 

研究者の役割 
技術・ノウハウ
の共有 

プラントメー
カーおよび事
業者の役割 
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設備導入に関する課題とその背景 

原料の種類・量や地域特性
と合っていないプラントの規
模・仕様 

－安定供給可能な原料の
量を大きく上回る規模 

－原料の形状・特性に
合っていない前処理（破
砕等）設備 

  －不十分な断熱対策 

高額なプラントコスト（約
400万円/kW） 
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投入原料から消化液
の扱いまで地域の実
態を反映したコンセプ
トになっていない 
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運転管理に関する課題とその背景 
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発酵に最適な条件が保て
ない 

トラブル対応をサポートす
る企業が近隣にいない 

追加的な費用の発生（設
備供給側に運転管理まで
委託する場合） 

収入 ＜ 支出 となり、赤字
が積み重なる 

 

 

現場のオペレーターに
対するトレーニングや
支援体制が不十分 

エネルギー事業として
位置づけられておらず、
稼働率の高さが重視
されていない 
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消化液に関する課題とその背景 
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浄化処理の費用が経営を
圧迫 

予定通りの量を散布できず、
原料の投入量を抑制 

散布についての耕作農家と
の合意が困難 

 －従来の肥料との競合 

 －消化液への不信感 

 

 

 

 

計画段階での検討不
足（ex. 消化液の扱い
も考慮に入れた規模
設定） 

消化液の農地許容量
の基準が整備されて
いない 
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課題解決の参考① 利用先進国・ドイツ 
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 ドイツのバイオガスプラント（2011年） 

 プラント数：7,500基、設置容量：3,200MW、発電量：205億kWh（2012年）。 
 FIT導入を契機に技術やノウハウを確立。2005年以降急成長。 
 主な事業者は農家。農村に新たな富をもたらす。 
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バイオガス発電量の推移 （億kWh） 

  (出所) ドイツバイオマス研究センター    (出所) ドイツ再生可能エネルギー統計2012 

13 



  

課題解決の参考① 利用先進国・ドイツ 

普及拡大の過程におけるポイント 

 －プラントメーカーによる様々な原料の分析・研究の蓄
積とそれに基づくプラント設計 

 －全国各地に存在するプラントメーカーおよび関連企業 

 －事業者による日常的な運転管理の徹底 

 －成果の分析と共有のシステム 
 

日本とは異なる条件 

 －広大な農地 

  ⇒エネルギー作物の活用と液肥散布が容易 

 －整備されたインフラ 

  ⇒熱供給、ガス供給など様々な形での利用が可能 
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課題解決の参考② 国内先進事例 
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実施地 実践内容 改善点 

群馬県飲料工場 

ドイツメーカーの主要
設備と、国内企業の技
術を組み合わせてプラ
ント導入。 

プラントコストの抑制
（ 約 200 万 円 以 下
/kW）。 

北海道鹿追町 

設計段階での事業者と
設備供給者とのすり合
わせによる、事業者の
要望の反映。 

事業者の負担が少な
いスムーズな運用。
運用・管理費抑制に
よる利益拡大。 

北海道十勝地域 
酪農関連のメーカーに
よる、搾乳関連作業へ
の熱供給を伴うプラント。 

事業者のニーズに
合ったプラント導入、
プラントコストの抑制。 
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採算が取れるようにするには？ 

消化液を全て農地散布するには？ 

事業者の役割・関与の仕方は？ 

地域の実状に合わせ、コストを抑えた 
プラントを入れるには？ 

バイオガス事業前後のコストとメリットは？ 

プラントメーカー等、企業の役割は？ 

制度面で改善されるべき点は？ 

今後の事業構築に向けて 
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事例①：ユニテック社 
今泉氏 

事例②：鹿追町 城石氏 

パネル：農研機構 柚山氏 

パネル：JARUS 岡庭氏 

パネル：ユニテック社  

今泉氏 

16 



  Copyright 2014 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE 17 


