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自己紹介 

三嶋 大介     熊本県生まれ（37歳）  

          技術士（衛生工学：廃棄物管理）／博士（工学） 
          学位論文テーマ：水生植物からのバイオエタノール生産 
 

職 歴：2005年 公的研究機関で食品廃棄物の堆肥化・メタン発酵等の研究開発に従事 
  

 

    2007年 研究所を退職。大学発ベンチャー企業や関西地区の環境ビジネス振興 
         に関するコンサルティング業務に従事。大阪大学特任助教等を兼任。 
 

    2010年 廃棄物リサイクル事業を生業とするリマテック株式会社に入社 
          ⇒亜臨界水-メタン発酵PJを中心とした事業企画・研究開発に従事 
           NEDO補助金獲得、京大・阪大・大阪府大等の大学や企業と共研開始 

            2011年 東日本大震災後、4月より震災復興PJに参画。岩手県等のがれき処理 
          計画策定業務に従事。震災復興のまちづくり計画を模索する中で 
          バイオガス発電事業の地域活性化や防災性への貢献を改めて意識。 

    2013年 10月に大船渡市にてメタン発酵の大規模実証試験を開始。 
    同時期に第一回のドイツツアー実施。 

    2014年 メタン発酵部門を親会社からカーブアウト（分離独立）させる形で 
          バイオガス発電事業を専業とする株式会社リナジェンを創業 
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株式会社リナジェンの事業 
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ドイツ企業と組むことになった理由 

日本 ドイツ 

人口 12,750万人 8,180万人 

一人当たり 
GDP 46,700ドル 41,500ドル 

面積 37.8万km2 35.7万km2 

平地割合 36.0% 69.3% 

耕地面積 425万ha 
(国土の12％) 

1,188万ha 
(国土の33%) 

食料自給率 39% 93% 

再生可能 
ｴﾈﾙｷﾞｰ割合 

1.6% 18.9% 

＜ 

＜ 

表．ドイツと日本の国情比較 
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年間の新設バイオガス発電施設数 

<EEG2000> 
•EEG法施行 
•20年間の固定支払 
•新設数：250カ所/年 

<EEG2004> 
•ｴﾈﾙｷﾞｰ作物ﾎﾞｰﾅｽ 
•熱利用ﾎﾞｰﾅｽ 
•新設数：450カ所/年 

<EEG2009> 
•買取価格引上 
  (26円/kWh) 
•ふん尿ﾎﾞｰﾅｽ等 
•新設数： 
   1,000カ所/年 

■ドイツにおけるバイオガスプラントメーカーの状況(～2011) 
• 2001年からの10年でプラント数は1,360基⇒7,000基超へと大幅に増加 
• 関連メーカーが続々と起業され、400社以上に 

日本でバイオガス発電事業を本格普及させるためには、信頼性の高い 

プラントをリーズナブルな価格で提供することが必須という結論に至る。 

(水力除く、2012年度) 
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パートナー選定を目的としたドイツツアーを計画 

 国内プラントツアーを踏まえ、パートナーとなるドイツ企業を選定す
る目的でドイツ訪問を決定 

 各種の文献調査および経験者へのヒアリングを通して有望企業を事前
にピックアップ 

 プラント見学だけでなく、技術面や経営面、日本を含めたアジア市場
への進出の考え方、代理店の考え方など様々な視点でディスカッショ
ンを実施 

 最終的に約10日間で4社を訪問 

 パートナー選定のためのドイツツアーは2013年10月を皮切りに複数回
実施 
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ドイツツアー（Ａ社） 

A社プラント１（エネルギー作物） 
 

・30人の農民が共同で経営するプラント 
・800haほどの農地でトウモロコシを生産 
   (液肥を還元) 
・3,500m3×3基の発酵槽 
・6,700m3×3基の液肥タンク 
・5,000m2×3の原料保管スペース 
・850kWの発電機 
・コジェネ排熱でガス改質 
    ⇒ガス販売(売電よりも儲かる) 
・ガス改質はアミンによるCO2吸収サイクル 
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ドイツツアー（Ａ社） 

A社プラント2（生ごみ） 
 

・スーパーや食品製造会社から出る生ごみを処理 
・2,000m3×2基の発酵槽 
・1,420kWの発電機 
・24時間365日稼働 
・発酵槽の堆積物除去要(600m3/3年） 
・6人で運用（夜は不在，原料投入は平日のみ） 
・消化液は肥料として無料で分与 
 (周囲60km圏内に散布） 
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ドイツツアー（B社） 

B社プラント（家畜ふん尿＋資源作物） 
 

・現地の発電機：250kW 
・パイプラインで2km離れた病院にガスを供給 
・2次発酵槽に固液分離装置を直結 
・絞りかすは乾燥肥料に、液体は液肥に 
・小型ブロアで空気を送り込み発酵槽内で生物脱硫 
・総発電規模：670kW 
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ドイツツアー（C社） 

C社プラント（豚ふん尿＋資源作物） 
 

・鋼板とSUSを貼り合わせたロールを特殊な 
 機具でらせん状に積み上げていく工法 
・コンクリート製より施工性や伝熱が良く、 
 縦長のタンクも可能 
・屋根も鋼板製 
・タンクの最小直径は3.5m 
・直径36m×高さ6mのタンクまで製作可能 
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ドイツツアー（EnviTec Biogas社） 

EnviTec社プラント（エネルギー作物） 
 

・発電機：525kW×2基 
・ORP等を監視しながら投入量を制御 
・1年分のエネルギー作物を保管 
・残渣は別の場所で乾燥して肥料として販売 
・発酵槽を空にせず攪拌機を交換可能 
・独自の発酵促進剤（微量金属等）も提供 
・発酵槽建設にPCパネル工法を採用 
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ドイツツアー結果 

企業名 A社 B社 C社 EnviTec Biogas社 

売上高(百万円) 27,700 11,000 - 25,300 

従業員数(人) 650 240 55 462 

販売実績  
500件 300件 - 444件  

日本実績なし 北海道で7件 日本4件 日本実績なし 

特徴 

ﾊﾞｲｵ知見 ○ ○ × ○ 

施工性 △ △ ◎ ○ 

所掌 
可能 
範囲 

前処理 △ × × △ 

発酵 ○ ○ ○ ○ 

水処理 △ × × △ 

オペ実績 △ ○ × ○ 

ﾒﾝﾃ体制 △ ○ × ○ 

耐環境性 ○ ○ ◎ ○ 

技術的信頼性＋経営姿勢＋レスポンスの早さ 等も勘案し、 
最終的に「EnviTec Biogas社」をパートナーに。 
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ドイツの技術を日本に導入するにあたって 

☆技術導入にあたって苦労していること 
 言語の違い 

 合意形成段階（提携・契約等）、エンジニアリング段階（図面作成・施工等）、
メンテナンス段階（現場担当者の研修等まですべての段階で言語上の疎通が必要。
通訳コストも嵩む上、通訳の個人差の影響も大。 

 商習慣の違い 
 代理店に対しての考え方の違い 
 見積の出し方の違い 

 基準の違い 
 JISとDIN(ドイツ工業規格)の違い 
 各種法制度の違い 

 時差の違い 
 ドイツと日本との時差8時間 

JIS G 3459 DIN11850 

呼び 外径 
(mm) 

厚さ 
(mm) 呼び 外径 

(mm) 
厚さ 
(mm) 

8A 13.8 1.65 DN10 12 1 

10A 17.3 1.65 15 18 1 

15A 21.7 2.1 20 22 1 

20A 27.2 2.1 25 28 1.5 

例）配管の規格の違い 

 ドイツの技術は優れているが、そのまま日本に導入するだけでは成功しない 

 ドイツ人と日本人は仕事に対する基本的なスタンスが近く親和性が高い 

 コミュニケーションを重ね、信頼関係を築けるかどうかが重要 
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日本の成功事例作りに向けて～日本のバイオガスビジネスの課題～ 

1. 系統連系の問題 
 連携枠の問題 

2. FIT制度の問題 
 FIT価格更新時期が読めないこととプロジェクト組成時間との調整 
 安定電源と不安定電源とのベストミックス 

3. ガスエンジン発電機の問題 
 国産ガスエンジン発電機メーカーの少なさ 
 日本国内でのメンテナンス体制の問題 

4. 廃棄物処理法など法律の問題 
 集約型のバイオガス発電施設には廃棄物処理法上の許認可が必要となる

ケースが多い 

5. 発酵に関する技術的問題 
 日本特有の廃棄物に対する処理安定性の問題 
 乾式発酵への過剰な期待と適正評価の必要性 

 



Copyrights 2014   Renagen Inc.   All rights reserved.      
14 

日本の成功事例作りに向けて～日本のバイオガスビジネスの課題～ 

6. 液肥利用の問題 
 液肥利用文化の醸成 
 水田での液肥利用 
 液肥利用のルール作りの必要性 

7. 水処理の問題 
 消化液の効率的で安価な水処理 

8. ファイナンスの問題 
 バイオガス発電事業へのプロジェクトファイナンス組成のハードル 

9. 排出事業者の永続性の問題 
 TPPの方向性が固まらない中で、酪農業者の抱える悩みは深い 
 20年のスパンでの議論 

10.業界団体としての適正なメッセージ発信の重要性 
 バイオガス発電事業に本格的に投資する大企業は少ない 
 政府に対して現状を訴え、適切な支援策を求めるルートの貧弱さ 
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日本の成功事例作りに向けて 

1. 入りと出の確保と精査 

2. この事業を「やりたい人」の明確化 

3. 地域の人を巻き込んだ仕組み作り 

バイオガス発電は、再生可能エネルギーの中でも 

安定的な発電が可能なベースロード電源として計算できる、 

持続可能な社会づくりの一翼を担うべきエネルギー資源であり、 

わたしたちはこの事業を、自分たちの孫やひ孫の代まで胸を張れる 

数少ない事業だと信じて推進しています。 

【事業成功に向けてのポイント】 

ご相談・お問合せは http://www.renagen.co.jp 

                              info@renagen.co.jp まで 


