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＜要旨＞ 

 

・ 農業残渣、食品加工残渣、家畜糞尿、下水汚泥、生ごみなど、遍在する有機廃棄物を原

料とするバイオガスは、全国各地で展開することができる地域エネルギー事業として有

望である。 

・ ドイツではバイオガス事業が全国各地に普及し、特に発電では再生可能エネルギーの中

でも重要な位置を占めている。再生可能エネルギー法（EEG）が契機となり、各地にで

きたプラントメーカーや関連企業による低価格で各事業に最適なプラント導入、トレー

ニングを受けた事業者による運用により、農村に新たな富をもたらしている。 

・ 日本では、2009 年までに国や自治体の補助事業として数百基のバイオガスプラントが

設置されてきた。しかし、設備利用率が低いあるいは稼動が停止する、運用費が収入を

上回るなどの問題を抱えており、普及には至らなかった。 

・ 日本でも 2012 年に FIT が開始されたことにより、採算の取れるバイオガス事業が可能

になった。この機会を活用し、バイオガス事業を地域エネルギー事業として位置付け、

安定的・継続的な運用により利益がもたらされるように実施していくべきである。 

・ そのための事業構築においては、事業者と設備供給者の双方が運用段階も考慮したプラ

ントコンセプトをつくること、事業者が基本的な運用・管理を担えるようにすること、

各地でバイオガスに応用できる技術を持つ企業を発掘することなどが必要となる。 

・ さらに、プラントコストを kW あたり 200 万円程度まで抑えれば、原料供給者や消化液

を利用する農家などの地域関係者にも波及効果のあるバイオガス事業を形成すること

ができる。 

 

キーワード：再生可能エネルギー、バイオガス、地域エネルギー事業 
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1. はじめに 

 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（以下、FIT）が 2012 年 7 月に施行されてから

約 1 年半が経過した。2013 年 10 月末時点の認定設備容量 585.2 万 kW1のうち、家庭用・

非家庭用を合わせて太陽光発電が 9 割を占めているが、その他の再生可能エネルギーも開

発案件数は増加している。 

再生可能エネルギーの中でも、バイオマス2は利用による地域への波及効果が特に大きい。

バイオマスとしてFITの対象となっているのは、木材やその副産物等の木質バイオマスと、

有機廃棄物をメタン発酵させて発生するバイオガスである。どちらも発電だけでなく熱供

給も行うことが可能で、化石燃料を代替し地産地消のエネルギー供給ができる。また、エ

ネルギー源の調達から設備の運用・管理まで多くの人の関与が必要となるため、地域の雇

用も創出する。 

木質バイオマスもバイオガスも、その燃料および原料はほぼ全国各地に遍在する。特に

バイオガスは、有機廃棄物であれば基本的に何でも原料にすることができ、その収集・運

搬システムも比較的構築しやすい。農業由来の有機廃棄物を利用すれば、農村に新たな富

をもたらすことができる。 

しかし、これまで国内にエネルギー事業として成り立つバイオガス利用の事例は非常に

少なかった。バイオガスプラントの建設費が非常に高い上に、運用段階でも予定通りの稼

動ができず、利益を引き出すことができていなかった。バイオガスは廃棄物処理の有効な

手段であることは事実だが、同時に経済的にも成り立たなければ、継続的にバイオガス事

業を運用することや将来的に各地に普及拡大させていくことは難しい。 

FIT の施行で、バイオガス発電については 39 円/kW 時という買取価格が設定され、採算

を取ることも可能になった。バイオガスのエネルギー事業としての側面を見直し、商業的

な普及の実現に向けて、設備導入や運用段階での課題を解決するのに絶好の機会が訪れて

いるといえる。 

今後の国内の事業構築にあたっては、2005 年からバイオガス発電事業が急増したドイツ

の状況が参考になると考えられる。10 年足らずで全国各地に普及した過程で、事業構築の

現場において何が成功のポイントとなったかを明らかにすることは、日本でバイオガス事

業の普及を目指す際の重要な示唆となる。さらに、近年国内でも、従来とは異なる方法で

事業を実施し課題を解決している例も出てきた。 

本稿では、バイオガス事業の課題と成功要件を整理した上で、日本での地域エネルギー

事業としての普及に向けた提案を行う。  

                                                   
1 資源エネルギー庁 再エネ設備認定状況（2013 年 10 月末時点） 

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/setsubi/201310setsubi.pdf 
2 動植物を起源とする有機性資源。 



4 

 

2. バイオガスの特徴・意義と日本の現状 

 

2.1 バイオガスの特徴とエネルギー利用の意義 

 

2.1.1 バイオガスの特徴 

バイオガスは、農業残渣、食品加工残渣、家畜糞尿、下水汚泥、生ごみなどの含水率の

高い有機廃棄物を酸素の無い（嫌気）状態で一定の温度に保ち、メタン発酵させると発生

する3。主にメタンガス（約 60%）と二酸化炭素（約 40%）から成り、微量に含まれる硫化

水素を除いた（脱硫）後、ガスエンジンやボイラーで燃焼して発電や熱供給を行う（図表 1

参照）。図表 2 に示すように、有機廃棄物の種類によって単位量あたりのバイオガスの発生

量が異なり、どれを利用するかによって発電量や熱供給量が変わる。発酵槽に入れる前の

破砕や雑物除去などの処理方法も原料によって異なり、原料の種類や形状に合わせた設備

を導入する必要がある。また、メタン発酵が順調に進む温度や、原料中の炭素と窒素の比

率、水分などの条件を一定に保ったり、消化液と呼ばれる発酵後の残渣を処理または利用

したりしなければならないため、他の再生可能エネルギーと比べても特に事業のコンセプ

トづくりと設備設計、そして管理・運用が重要になる。 

 

 

図表 1 バイオガスの一例のフロー図 

 

 

 

（出所）富士通総研作成 

                                                   
3 メタン発酵は、下水やし尿汚泥の処理工程の一つとして処理場内の嫌気性発酵設備で行われる場合と、

エネルギー生産および廃棄物処理を目的として設置したバイオガスプラントで行われる場合の二通りに分

けられる。本稿では再生可能エネルギーとしてバイオガスを扱うため、後者を対象とする。 



5 

 

図表 2 バイオガスの原料と１トンあたりのガス発生量 
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（出所）野池達也他（2009）および再生可能資源協会（FNR）（2006）より富士通総研 

作成 

 

 

バイオガスは、同じバイオマスエネルギーである木質バイオマスと比較して、発電事業

が比較的実施しやすい。発電からの排熱があまり大きくないため、必ずしも熱供給先を見

つける必要がないからである4。国内では、原料の収集・運搬の範囲などから、ほとんどの

バイオガス事業が 500kW 以下である。また、発生したバイオガスは、ガスエンジンで燃焼

されて発電が行われ、その発電効率は 30～40％と比較的高い。小規模で発電効率が比較的

高いことに加え、発酵槽の加温にも熱を利用する。よって、残った排熱を利用するに越し

たことはないが、事業を成り立たせるために熱利用が不可欠ではない。 

 

2.1.2 エネルギー利用の意義 

バイオガス事業は原料として様々な有機廃棄物を利用できるため、全国各地で展開が可

能である。特に家畜糞尿や食品加工残渣など、農業生産から出される有機廃棄物を利用す

るバイオガス事業は、農山村の未利用資源から様々な利益を生む可能性を持つ（図表 3）。

まず、FIT の開始によって、バイオガス発電事業を経済的に成り立たせることが可能になり、

後述のようなバイオガス事業の成功要件を実践できれば、事業者は売電によって新たな収

入を得られる。 

バイオガス事業によってもたらされるのは、売電利益だけではない。従来は業者に処理

を委託していた有機廃棄物を原料にすれば、処理料の負担を削減することができる。また、

                                                   
4 木質バイオマスの場合はボイラーで燃焼して発生させた蒸気でタービンを回して発電を行うため、発電

効率は約 20％とバイオガスより低い。加えて、木質バイオマス発電事業は多くの場合 3MW 以上と大規模

であるため、大きく安定した熱需要を見つけて熱供給を行うことが、発電事業を成り立たせるためには不

可欠である。 

（m
3
/t） 
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発電からの排熱で熱需要を賄えば、それまで使用していた灯油等の化石燃料にかかる費用

を回避できる。熱供給の対象として、周辺の施設園芸や食品加工工場などの地域産業と関

連する施設を選ぶことが可能であれば、再生可能エネルギーにより栽培・加工をした農産

物や製品として、ブランド化にもつなげられる。その他にも、消化液は肥料としての効用

も高いことが分かっており（農研機構, 2012）、周辺の農業に活用すれば、化学肥料の利用

を減らして地域資源由来の肥料を使った農業生産を行うことができ、地域産業に新たな価

値を付与できる。 

 

図表 3 バイオガスのエネルギー利用のメリット 

事業者のメリット 地域のメリット 

 FIT の買取価格（39 円/kW 時）での売電

収入が得られる。 

 自ら排出した有機廃棄物を利用する場合、

処理料の負担を軽減する。 

 有機廃棄物を受け入れる場合、処理料が得

られる。 

 熱利用をする場合、従来使用していた化石

燃料の費用を回避する。農業生産・加工に

活用することで、付加価値を付ける。 

 有機廃棄物の処理料の負担を軽減する（注１）。 

 消化液を肥料として農業生産に活用するこ

とで、農産物に付加価値を付ける。化学肥料

の使用を削減する。 

 熱利用をする場合、従来使用していた化石燃

料の費用を回避する。農業生産・加工に活用

することで、付加価値を付ける。 

 

（出所）富士通総研作成 

（注１）バイオガス事業者が、従来より低い処理料で受け入れる場合。詳しくは 5 章参照。 

 

 

2.2 日本におけるバイオガス利用の現状 

現在、国内で導入されたバイオガスプラントに関して、その全てを網羅したデータは無

いが、地域環境資源センター（JARUS）、日本有機資源協会（JORA）、新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）が設置情報の入手可能なプラントについてそれぞれ一覧を

作成している。ここでは、導入状況の概観として、この一覧に基づいて集計したプラント

設置数を原料別に図表 4 に示す。なお、導入されたプラントの稼働状況についての包括的

な調査は実施されておらず、集計に含まれるプラントが現在も稼働しているかどうかは不

明である。 
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図表 4 国内における年間バイオガスプラント設置数 

 

（出所）JARUS、JORA（2006）、NEDO（2010）のデータより富士通総研作成 

 

図表 4 から、年間のバイオガスプラント設置数は 2000 年代前半がピークであったことが

分かる。この頃のバイオガス事業実施の主な目的は、廃棄物処理であった。その背景には、

1999 年に制定され 2004 年から本格施行した「家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進

に関する法律（家畜排泄物法）」や、2001 年に施行した「食品循環資源の再生利用等の促進

に関する法律（食品リサイクル法）」がある。これらの法律は、廃棄物の発生抑制、減量化、

適正処理、そして再利用を促進することを狙いとしている。 

その有効な手段として、バイオガスプラントに対して環境省、農水省、都道府県等から

様々な補助金が設けられ、プラントコストの半分またはそれ以上を賄ってきた。よってバ

イオガスへの関心が一時的に高まったが、その後は年間プラント設置数が減少した。設置

はしたものの、プラントの規模や仕様が地域の実状と合っていなかった場合や運用段階で

問題を抱える事例が多かったため、新規導入が停滞したと考えられる。 

しかし、FIT の施行により再度プラント設置数は増えている。施行から 2013 年 10 月末

までの 1 年 3 ヶ月の間に設備認定を受けたバイオガスプラントは 35 件で、設備容量は合計

で 5,213kW である。そのうち稼動を開始したのは 12 件で、設備容量の合計は 1,313kW で

ある5。ピーク時には及ばないが、施行前に比べて年間のプラント設置数は伸びている。こ

れを従来のような一時的な動きに終わらせず、持続可能なバイオガス事業の普及につなげ

るためには、FIT を活用してどのような事業をつくりあげるかにかかっている。よって、ま

ず事業実施段階における課題を解決することが不可欠である。 

                                                   
5 資源エネルギー庁 再エネ設備認定状況（2013 年 10 月末時点） 

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/setsubi/201310setsubi.pdf 

（基） 
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2.3 日本における従来の課題 

日本のバイオガス事業の現場が抱えている課題は様々であるが、特に重要と考えられる

設備導入と運用・管理という二点に焦点を絞り、課題を整理する。 

 

2.3.1 設備導入に関する課題 

設備導入については、主に地域の状況の反映とプラントコストという課題がある。 

90 年代以前は、投入される原料の種類や形状、立地の気候などに応じた対策が不十分な

プラントも多く、運用段階で事業者の作業や経営面で大きな負担がかかっていた。具体的

には、長い形状の原料に対して破砕装置を設置していなかったことによるポンプや配管の

詰まりや、寒冷地で配管に断熱を施さなかったことによる凍結などのトラブルの多発であ

る。その結果稼働時間が減り、想定した売電収入が得られなくなっていた。ただし、この

ような問題は近年建設されたプラントでは解決されつつある。 

また、原料供給等の地域の実状に合った規模となっていない場合も多い。プラント規模

は、通常は設備の発注者である事業者が想定する原料に基づいて決められる。その際、設

備供給側が原料に関する詳細なデータを事業者に求め、そこから安定供給が可能な種類と

量を導き出す場合もある。こうした検討が不十分だと、想定と実際の供給との間に大きな

ずれが生じやすい。 

さらに、消化液の扱いもプラント規模に影響する。消化液は液肥として農地に散布する

のが最も安価で、資源循環という観点からも望ましいが、それができない場合は浄化処理

を行い下水や河川に放流することになる。農地散布の場合は周辺の耕作農家の合意を取り

十分な農地を確保すること、浄化処理の場合は追加的な設備の初期投資とエネルギーや薬

剤等のランニングコストが必要となる。これらが確保されていなかったため、消化液の発

生量を抑えるために原料の量を予定より減らすなど、稼動が制約される事態も引き起こさ

れている。その結果、容量を大きく下回る量の原料でしかメタン発酵を行えず、やはり売

電収入が小さくなってしまう。 

コストの高さもバイオガス事業の大きなハードルとなってきた。FIT によるバイオガス発

電の買取価格 39 円/kWh の根拠となったプラントコストは 392 万円/kW である。これと認

定設備のコストデータと照らし合わせた結果、現状を反映しているという分析もされてい

る6。比較のために、バイオガスの利用が進んでいるドイツのプラントコストを図表 5 に示

す。規模によって異なるが、この中で最も高い 75kW 未満のプラントの 9,000 ユーロ（約

125 万円）7/kW と比較しても、日本のプラントは 3 倍以上の価格である。耐震性など、ド

イツよりも厳しい規制に対応しなければならないという事情もあるが、それを勘案しても

現在の日本のプラントコストは非常に高いといえる。 

 

                                                   
6 調達価格等算定委員会 第 12 回（平成 26 年 1 月）配布資料「最近の再生可能エネルギー市場の動向に

ついて」 
7 2014 年 2 月 18 日時点のレート（1 ユーロ=139.49 円）で換算。 
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図表 5 ドイツの規模別の kW あたりプラントコストの目安 

プラント規模（発電容量） kW あたりプラントコスト 

～75kW 9,000 ユーロ 

～150kW 6,500 ユーロ 

～250kW 6,000 ユーロ 

～500kW 4,500 ユーロ 

～1MW 3,500 ユーロ 

（出所）再生可能資源協会（FNR）（2013） 

 

 

2.3.2 運用・管理に関する課題 

運用・管理における課題は、FIT 開始までエネルギー生産に対するインセンティブが無か

ったことが大きく影響している。2003 年に施行された「電気事業者による新エネルギー等

の利用に関する特別措置法（RPS 法）」により認定された設備は電気事業者との個別契約で

売電できたが、取引価格は kW 時あたり平均約 7～9 円と低かった8。そのため、適切な設

備を導入し、高い設備利用率を保ちながら運用・管理を行って利益を最大限引き出すとい

う、再生可能エネルギー事業に不可欠な視点が欠けていた。 

主な課題として、現場のオペレーションの体制整備が不十分であることが挙げられる。

事業者側のオペレーターは、設備供給者がプラントの立ち上げ運転を一緒に行うことによ

って運用・管理の方法を学ぶ。しかし、体系的なトレーニングは行われておらず、トラブ

ルが発生すると現場が対応に追われて負担がかかっていた。他方で、運用・管理も含めた

契約を設備供給側と交わしている場合は、事業者が対応する必要は無いがコストは増大す

る。つまり、これまでバイオガス事業のオペレーションは、事業者に労力または経済的な

面で負担が大きかった。 

 以上のような事業実施における課題の解決に当たっては、バイオガス事業をエネルギー

事業として全国各地に普及させたドイツが一つの参考になる。さらに近年の国内の事例に

おいても、課題の解決が図られつつある。 

次章以降では、ドイツにおいてバイオガスが地域エネルギー事業として普及拡大した過

程と、従来とは異なる事業構築を行った国内の近年の事例から、バイオガス事業の成功要

件を明らかにする。 

  

                                                   
8 資源エネルギー庁 （2011）「RPS法下における新エネルギー等電気等に係る取引価格の調査結果につ

いて」 http://www.rps.go.jp/RPS/new-contents/pdf/chosa_kekka_H22.pdf 
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3. ドイツにおけるバイオガス普及の背景 

 

3.1 EEGを契機とした普及拡大の経緯 

ドイツは電力の約 23％、熱の約 10％を再生可能エネルギーで賄っており、バイオガスは

その中でも重要な位置を占める。2012 年にはバイオガスプラント設置数は約 7,500 基、設

置容量は約 3,200MW、発電量は年間約 205 億 kW 時で、ドイツの再生可能エネルギーによ

る総発電量の約 15％を占めた9。しかし、わずか 10 年前は、バイオガスは再生可能エネル

ギーの中でも目立たない存在であった。顕著な成長がみられたのは 2005 年以降で、10 年

も経たない間に発電量は 10 倍に増加した（図表 6）。プラントはドイツの全国各地に設置さ

れ（図表 7）、今では農村であればどこでも見かける風景となった。 

 

 

   

 

        

 

 

 

普及の契機となったのは、電力供給事業者に対して再生可能エネルギーによる電力を固

定価格で一定期間買い取ることを義務付けた再生可能エネルギー法（以下、EEG）である。

高い経済性を確保できるようになったバイオガス事業は、主に農家が事業者となって実施

され、農村に新たな富をもたらす手段としての地位を確立した。ファイナンスの面でも、

銀行がバイオガスを優良事業として認識しているため、多くの場合は銀行のローンで資金

調達がされている。発電に加えて地域熱供給を行い、さらに木質バイオマスによる熱供給

を組み合わせることで季節や時間帯による熱需要のピークに対応し、エネルギー自立を実

                                                   
9 ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）（2012）「ドイツ再生可能エネルギー統計」 

（出所）BMU「ドイツ再生可能エネルギー統計」 

を元に富士通総研作成 
（出所）ドイツバイオマス研究センター 

（DBFZ）（2013） 

 

図表 7 ドイツにおけるバイオガスプラ 
ントの分布（2012 年） 

図表 6 ドイツにおけるバイオガス発電量 
の推移 
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現している事例もある。これらのバイオガス事業は、売電収益に加え、熱供給に消費して

いた化石燃料費用の回避によって、地域に大きな経済効果をもたらしている。 

ドイツでは、もともとバイオガス事業を実施しやすい環境があり、それを活用すること

を促す政策も実施されてきた。EEG は 2000 年に施行され、2004 年の改定ではエネルギー

作物が原料のバイオガス事業に対し、規模別の買取価格に kW 時あたり 6 ユーロセント

（8.37 円）10のボーナスを与えて効果的に普及拡大を促進した。さらに 2009 年の改定時に

はエネルギー作物に対するボーナスが同 7 ユーロセント（9.76 円）に引き上げられた（図

表 8 参照）。 

 

 

図表 8 EEG2000、2004、2009 の下での買取価格の概要（ユーロセント/kW 時） 

 EEG2000 EEG2004 EEG2009 

基本価格 

≦150kW 10 11.5 11.67 

150kW<, ≦500kW 10 9.9 9.18 

500kW< 9 8.9 8.25 

エネルギー作物

ボーナス 

≦500kW - 6 7 

500kW<, ≦5000kW  - 4 4 

家畜糞尿 

ボーナス 

≦150kW - - 4 

150kW<, ≦500kW - - 1 

技術ボーナス（注１） - 2 2 

熱利用ボーナス（20MW まで） - 2 3 

 
（出所）German Society for Sustainable Biogas and Bioenergy Utilisation (2011) を元に 

富士通総研作成 

（注１）EEG2004 ではメタン精製と乾式発酵、EEG2009 ではメタン精製が対象。 

 

 

ドイツの国土面積は日本と大きく変わらないが、農地面積は約 4 倍もある11。原料となる

エネルギー作物を農家が広大な農地で育て、消化液を肥料として農地に還元するというシ

ステムは、ドイツで非常に成り立ちやすく合理的なものであった。2012 年には、エネルギ

ー作物は利用された原料全体のうち質量で約半分を占めていた（図表 9）。エネルギー作物

のほとんどはトウモロコシで、貯蔵ができて安定供給が容易である上、発電規模に合わせ

て投入頻度や量を自動的にコントロールすることも可能である。さらにトンあたりのバイ

                                                   
10 2014 年 2 月 18 日時点のレート（1 ユーロ=139.49 円）で換算。本項中の以降の換算も同じ。 
11 2011 年の日本の農地面積：456 万 ha、ドイツの農地面積：1,672 万 ha 

農林水産省「ドイツの農林水産業概況」 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/deu.html 



12 

 

オガス発生量も大きく、バイオガスをエネルギー事業として普及させるのに大きく貢献し

た。 

しかし、エネルギー作物の栽培が食糧生産のための土地を奪っているとの批判の高まり

を受けて、2012 年の EEG 改定では原料に占めるエネルギー作物に質量比率で 60％という

上限が設けられた。また、エネルギー作物よりも家畜糞尿が優遇されるようになり、廃棄

物についても 2009 年改定の EEG では発電規模に応じた基本価格のみ（8.25～11.67 ユー

ロセント（11.51～16.28 円）/kW 時）だったのが、500kW 以下は 16 ユーロセント（22.32

円）、それより大きい場合は 14 ユーロセント（19.53 円）が設定された（図表 10）。ドイツ

では現在、エネルギー作物から廃棄物へと、より持続可能なバイオガスへの移行が試みら

れているといえる。 

 

 

 

  

図表 9 ドイツのバイオガスの原料内訳（質量）（2012 年） 

（出所）ドイツバイオマス研究センター（DBFZ）（2013） 
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図表 10 EEG の 2012 年改定後の買取価格（ユーロセント/kW 時） 

発電容量
（kW） 

廃棄物以外利用 
廃棄物
利用（注３） 

家畜糞尿
(小規模) 基本価

格 

カテゴリーI
（注１）原料 

カテゴリーII
（注２）原料 

バイオガス精製/バ
イオメタン 

≦75 
14.3 

6 8 ≦700Nm3/時: 3 

≦1,000Nm3/時: 2 

≦1,400Nm3/時: 1 

16 

25 

≦150 - 

≦500 12.3 - 

≦750 11 5 8（注４） 

14 

- 

≦5,000 11 4 8（注４） - 

≦20,000 6 - - - - 

（出所）ドイツバイオマス研究センター（DBFZ）（2011）を元に富士通総研作成 

（注１）エネルギー作物 

（注２）家畜糞尿、指定された種類の雑草等 

（注３）質量で 90％以上 

（注４）家畜糞尿の場合は 6 ユーロセント（8.37 円）/kW 時 

 

 

3.2 事業構築におけるプラントメーカーと事業者の役割 

ドイツの経験において注目すべきなのは、制度や環境で好条件に恵まれたバイオガスを

ビジネスチャンスとして捉えて、プラントメーカーや、農家を中心とするバイオガス発電

事業者がノウハウを構築した過程である。中でも重要な役割を果たしたのが、バイオガス

プラント供給に参入した多数の中小企業である。ドイツではエネルギー作物と家畜糞尿を

混合するプラントが主流ではあるものの、そこに地域や季節、政策の変化によっては食品

廃棄物、農作物および食品加工からの残渣なども原料として混合される。プラントメーカ

ーは、そのような状況の変化に対応し、各地域に最適なプラントを設置できるように工夫

を重ねてきた。 

まず、様々な有機廃棄物等を利用できるようにするための研究開発がある。プラントメ

ーカーは、様々な原料サンプルの成分分析データに基づいたメタン発酵の最適な条件の特

定や、原料の形状に適した前処理設備の開発を行っている。こうした知見・技術の蓄積に

より、プラントメーカーは原料の種類および形状と量が分かれば、プラントの規模や付属

設備を含む仕様を大まかに決めることができる。 

その上で、事業ごとの違いに応じて設計・施工段階で細部の調整を行う。原料の特性に

応じた前処理設備や原料投入設備（フィーダー）に加え、立地の地形や気候に合わせて配

置や配管も調整しなければならない。また、地域エネルギー事業として長期的に運用して

いくために要となる、計画から運用段階までのコーディネーションも担う。電気系統や基

礎工事を担う企業や発電設備専門業者など、可能な限り立地周辺で関連技術を持つ企業を
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特定し、運用段階における支援や定期的なメンテナンスはそれらの現地企業が対応できる

ようにしている。 

プラントメーカーは、プラントのコンセプトづくりから設計、施工までエネルギー生産

による利益を最大化させようとする姿勢を一貫している。水で希釈した原料や消化液の移

動に立地の高低差を活用することや、攪拌の効率を上げることなどにより電力の自家消費

を極力抑え、1 割を下回る場合も多い12。さらにドイツでは、熱電併給の場合に買取価格に

ボーナスが上乗せされるが、熱需要地までの距離や周辺のインフラ整備状況等によって、

最も利益が出る方法を判断する。プラント建設費も kW あたり 100 万円を下回っており（図

表 5 参照）、きちんと運用さえすれば投資回収が容易である。 

プラントメーカーだけでなく、事業者も運用の重要さを認識し、自らがそれを実践する

役割を担っていることも重要である。プラントメーカーは、事業者が高い設備利用率を確

保できるよう、定期的な原料の成分分析や発酵状況、ガス発生量と成分等のデータ監視、

結果に基づく事業者への指導など、様々なサービスを提供している。しかし、このような

サポート体制を整備しつつも、基本的には事業者のノウハウ構築が最優先されている。プ

ラントメーカーは、事業者に対して講義、プラント建設現場での立会い、稼働中プラント

の視察、立ち上げ運転時の指導等を通じたトレーニングを徹底して行うのが一般的である。 

  

                                                   
12 ドイツのプラントメーカー5 社へのヒヤリングによる。 
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4. 日本における成功要件の実践 

 

利用しうる原料や農地面積等の条件は日本とドイツでは大きく異なるため、日本でドイ

ツと同規模のバイオガスの普及を期待できるわけではない。しかし、前章で述べたドイツ

のバイオガス普及の過程からは幾つかの成功要因を導き出すことができる。本章では、そ

れらの成功要件を今後日本でどのように実践しうるか考察する。特に、地域の実態に基づ

く事業コンセプトづくり、適切なプラント導入とその価格の抑制、運用・管理のための設

備供給者と事業者、そして地域との役割分担に注目する。 

 

4.1 成功要件と日本における適用 

前述したドイツの経験からは、①各事業の実状に合わせた規模・仕様のプラント導入、

②プラントコストの抑制、③事業者の運用・管理ノウハウ構築、の 3 つの成功要件が特定

できる。 

①について、ドイツのプラントメーカーは、稼動段階でのエネルギーのロスを最小限に

抑え、事業者が利益を最大限引き出せるプラントを導入してきた。日本でもこれを実現す

るには、設備供給者と事業者とのすり合わせが重要となる。従来は事業者が原料の量と種

類のみ設備供給者に伝える場合が多かったが、原料の選定、原料調達、消化液の扱い等の

各段階において地域に最も利益がある選択肢や、適切な供給量および処理量、運用がしや

すい仕様を両者で検討すべきである。従来の補助事業では大企業が受注することがほとん

どであったが、このような各事業に応じた検討においては、中小企業が果たす役割が大き

いと考えられる。 

ドイツではプラントメーカーに加えて、バイオガスの関連企業も各地に多数存在する。

よって、各事業に応じた部品の調達やエンジニアリングを行うための選択肢が豊富である。

プラントメーカーは、これらの企業のコーディネーションを行って一つのプラントを建設

する。日本にはバイオガスに特化したエンジニアリング会社はまだ非常に少ないが、バイ

オガスに応用できる技術を有する企業による対応も可能である。今後、このような企業を

各地で発掘していくのが望ましい。 

また、②のプラントコストの抑制は不可欠であり、将来的には国内のメーカーがそれを

達成する可能性はある。短期的には、多数のプラントメーカーが存在し、技術の確立とコ

ストの低下も進んだドイツの設備を利用するという選択肢も有意義であるといえる。同時

に、ドイツではあまり行われない消化液の浄化処理や、原料や設置現場に合わせた施工や

規制への対応には、国内の技術や知見・経験が求められる。運用段階でも、プラント建設

に携わった国内企業がいると事業者を支援しやすい。ドイツと日本企業の知見・技術を組

み合わせてバイオガスプラントを導入し、ノウハウを蓄積することが普及への近道であり、

今はその好機といえる。 

③について、ドイツでは事業者が運用・管理の重要さを認識し、トレーニングを受けた
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上で基本的な運用・管理を担う。設備供給側にとっても、保守・管理に割く人員を少なく

できるためビジネスが展開しやすくなるという利点がある。日本でも実現する第一歩とし

て、スムーズな稼動をプラントの質そのものまたは設備供給者に頼るという発想から、現

場の運用ノウハウの高さで達成する、という発想への切り替えが必要である。その上で、

設備供給者によるトレーニングを充実させることも有効と考えられる。これによってプラ

ントコスト抑制にもつながることが期待できる上に、地域エネルギー事業としても望まし

いあり方といえる。 

さらに、事業者間でのノウハウ共有を進めることも重要である。設備供給した企業や原

料が共通している場合、特に同じ地域内の事業については事業者同士でトラブルとその解

決方法を共有できる場を設けることで、地域エネルギー事業としての普及にも貢献する。

地域単位でバイオガス事業者が定期的に集まり、情報交換する場も設けるべきである。 

 

4.2 国内の先進事例における実践 

 国内でも、少しずつではあるが従来とは異なる事業構築がなされている。全ての課題が

解決されている事例はまだ無いと考えられるが、従来の課題を解決あるいは改善し、バイ

オガス事業の成功要因が実践されている事例を幾つか取り上げたい。 

まず、設備設計・施工における新しい試みが群馬や九州など数箇所で行われている。既

に技術の確立とコストの低下が実現されているドイツから、発酵槽など主要な部分の設備

を導入し、それ以外の設備や施工については国内のサプライヤーやエンジニアリング会社、

施工会社に発注してプラントをつくりあげるというやり方である。 

国内のエンジニアリング会社が担ったのは、発酵前に原料を破砕したり雑物を分離した

りする設備や、配管である。紙パルプ製造に使用する機器のメーカーなどが参加しており、

スラッジ状の液体を攪拌する技術が活かされた。設計はドイツの設備供給者が提案するが、

日本の規制や立地の状況を勘案して事業者と調整を重ねて完成させる。この方法では、国

内のバイオガスの大きな課題の一つであるプラントコストの削減を実現している。kW あた

りのコストは約 125 万～175 万円で、従来のプラントに比べて格段に抑えられている。 

また、北海道十勝地方では農業機器メーカーである土谷特殊農機具製作所13がバイオガス

プラントの供給事業を行っている。地域産業である酪農関連の機器の開発・販売を通じて

培った知見や技術を、バイオガスプラントにも活用し、酪農家にとってメリットの大きな

プラントを設置している。具体的には、発電の排熱を搾乳機器などの洗浄水の加温に利用

して、酪農家の光熱費削減にも貢献するシステムである。さらに、プラント価格も kW あ

たり約 135 万円と低く抑えている。地域の状況を熟知した地元企業により、事業者のニー

ズに合ったプラントが供給されている例といえる。 

設計の段階において事業者が深く関わったことにより、運用段階での事業者の負担を抑

                                                   
13 同社のバイオガスプラントに関する情報： 

http://tennengashatsuden.tsuchiyanoki.com/biogas.html 
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えているのが、北海道鹿追町の事例14である。家畜糞尿処理を目的として、プラントコスト

は高いが補助を受けて実施された、しかし、運用段階では労力や経済性の面での負担を抑

えるという意識を事業者が高く持ち、プラント設計段階から設備供給者にそのための要望

をしていた。消化液の発生量を抑えるため加水量が少なくても支障なく攪拌できる仕様、

詰まりが生じた場合に除去がしやすい配管、そしてランニングコストの抑制等である。こ

れらを反映したプラントは順調に稼動し、FIT 開始後は発電利益が増大して町の予算をつけ

なくとも部品の更新等が出来る見込みが立っている。初期費用の大部分が補助されたとは

いえ、一部を町が負担して導入した設備であるため、順調な稼動と運用費の抑制は非常に

重要であった。設備供給側とのすり合わせ以外にも、食品加工工場からの廃棄物を混合す

るといった工夫で利益を最大化する取組がされている。 

これらの事例における成功要因の実践と、それによって解決あるいは改善された従来の

課題を図表 11 にまとめる。 

 

 

図表 11 国内先進事例における成功要因の実践 

実施地 実践内容 改善点 

群馬、九州など 

技術確立とコスト低減が達成さ
れているドイツメーカーの主要
設備と、国内企業の技術を組み合
わせてプラントを導入。 

プラントコストの抑制（従来の
約 400 万円/kW に対して 200
万円以下/kW）。 

北海道十勝 
地域産業（酪農）関連のメーカー
による、搾乳関連作業への熱供給
を伴うプラント供給。 

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。 

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
の要望のプラント仕様への反映。 

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。 

（出所）富士通総研作成 

  

                                                   
14 同町のバイオガスプラントに関する情報：

http://www.town.shikaoi.lg.jp/machizukuri/seisaku-keikaku/kakusyu-sengen/kankyoubikasengen/k

ankyouhozencenter/biogasplant 
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5. 地域エネルギーとしての事業構築に向けて 

 

本章では、前述した成功要件を実践することに加え、地域でどのような形態のバイオガス

事業を構築しうるかについて検討を行い、その一例を提案する。 

 

5.1 地域エネルギーとして有望な事業タイプ 

バイオガス事業の実施のしやすさや地域へもたらす利益の大きさは、原料の種類によっ

て変わる。現状での処理状況、処理主体や関係者、扱いの難しさなどが異なるからである。

したがって、成功要件を実践しやすい事業を見きわめ、地域エネルギー事業として実施す

ることが普及に向けての第一歩となる。 

家庭系生ごみは、通常は地方自治体が収集、処理、処分する責任を担っており、自治体

または自治体から委託された処理業者のみが取り扱える。よって生ごみを原料としたバイ

オガス事業は、自治体主導の下でのみ実施されると考えられる。実際に、焼却と比べて費

用が低い生ごみの処理手段として福岡県大木町、大分県日田市、新潟県長岡市など複数の

自治体で導入されている。焼却ごみの減量により、処理設備の一部の閉鎖を前倒しした事

例や、予定していた設備の処理能力増設が取りやめられた事例もある。さらに、生ごみが

除かれることによって焼却ごみの水分が減り、焼却効率も上がるなど、自治体による廃棄

物処理全体への波及効果も報告されている15。 

しかし、家庭系生ごみは雑物の混入が多く、運用・管理の負担が非常に大きい。よって

これまでの事例でも、自治体が民間企業に設計、建設、運用・管理を一貫して発注する PFI

方式が採用されることが多くなっている。また、家庭系生ごみなどの一般廃棄物の処理施

設はどの自治体でも既に整備されているため、バイオガスプラントを導入するメリットが

期待できるのは、設備更新または増設の必要がある場合に限られる。また、発酵するごみ

を分別することへの住民の理解と協力が必要であるため、小規模の自治体で実施するのが

現実的である。したがって現状では、家庭系生ごみを原料としたバイオガス事業は適地が

限られると考えられる。 

一方、家畜糞尿や、飲食店や小売店から出る事業系生ごみ、そして食品加工残渣は一部

を自治体が処理する場合もあるが、処理業者や排出者自身による処理や、堆肥や飼料への

加工など、処理または利用をする主体も方法も様々である。それだけに、バイオガスの原

料として利用するチャンスも多いといえる。また、家畜糞尿と食品加工残渣は、地方にお

ける地域活性化の要として位置づけられることの多い農業由来であるため、地域への波及

効果が期待できる。食品加工残渣は、ガスの発生効率が概して高いことに加えて雑物の混

入が少なく、比較的均質なものが一箇所から多量に発生するという点でも、バイオガスの

原料として利用がしやすい。 

家畜糞尿はガス発生効率が低いことから、採算を取りやすくするためには食品加工残渣

                                                   
15 「月刊廃棄物」2014 年 1 月号参照。  
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と混合して利用するのが望ましい。加工残渣も、種類によってはそれのみでは発酵が難し

く、家畜糞尿を混合する方がうまくいく場合もある。地域で安定供給可能な原料を特定し

た上で、地域へのメリットとエネルギー生産量が大きい組み合わせを検討する必要がある。 

このような事業によって、具体的にどのような波及効果を地域に与えることができるか

は、事業者が誰であるかによっても異なる。事業者として考えうるのは、家畜糞尿を排出

する畜産農家または農協、加工残渣を排出する食品加工企業、そしてこれらの廃棄物を処

理する役割を担う自治体や民間処理業者である。農家はバイオガスによって廃棄物の処理

と発電事業を同時にできるため、投資回収年数が短ければ事業を検討しうる。特に農協は、

複数の農家をとりまとめて比較的大きなバイオガス事業を実施することが可能で、耕作農

家も巻き込み液肥利用もできれば、地域の農業に大きな利益をもたらすことができる。 

食品加工企業が加工工場の敷地内で行う場合も、原料の運搬費や産業廃棄物処理許可が

不要のため実施のハードルは低く、このような事業形態での普及が期待できる。しかし、

地域の利益まで考慮するインセンティブは必ずしも働かない16。また、自治体や処理業者が

事業者の場合は、他の廃棄物（家庭系ごみや事業系生ごみ）が混合される場合が多いと考

えられ、前述したように実施に適した条件が限られる。 

よってここでは、農家または農協が事業者となり、自ら出す廃棄物に加えて近辺の食品

加工工場からの残渣を受け入れる場合を、地域エネルギー事業として成り立ちやすいバイ

オガス事業として検討の対象とする。なお、その他の事業もやり方によって地域への波及

効果や事業の成功はもちろん見込めるが、ここでは特に、地域産業である農業との関連を

重視した例に絞って検討・考察を行う。次項では、幾つかのケースを想定して試算を行い、

事業構築に向けた具体的な提案を行う。 

 

5.2  地域への波及効果の検討 

家畜糞尿や食品加工残渣を原料とするバイオガス事業について、一戸あたりの平均的な

乳牛飼育頭数や既存事例に基づき現実的と思われる原料の量を、家畜糞尿 25 トン/日、加工

残渣 10 トン/日と仮定すると、発電容量 150kW のバイオガスプラントとなる。基本条件の

前提について、図表 12 にまとめる。 

 

  

                                                   
16 食品加工工場が敷地内で自らが排出する残渣のみでバイオガス発電を行う場合でも、地域企業へ通常よ

りも安く電力供給するという形で地域に貢献する事業も開発されている。 

http://greenfinance.jp/case/pdf/case1004_01.pdf 
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図表 12 試算を行ったケースの前提 

項目 数値 

原料 家畜糞尿 25t/日 

食品加工残渣 10t/日 

発電 発電容量 150kW 

設備利用率 90% 

自家消費電力量 20% 

電力買取価格 39 円/kWh 

運転管理費17 30,000 千円/年 

液肥散布 散布量18 3t/10a 

運用費19 3,667 円/t 

その他 建設期間 1 年 

（出所）富士通総研作成 

 

 

農家の新たな収入源となること以外に地域への利益をもたらす具体策としては、工場に

対して課する加工残渣の処理料を通常より低く設定することがある。また、小さな経済的

負担で周辺の耕作農家が液肥を利用できるようにすれば、化学肥料の使用回避などの利益

をもたらす。よって、処理料を相場20より低く、液肥散布への手数料を従来の施肥費用21よ

りも低く設定した幾つかのケースについて投資回収年数の試算を行い、10 年以下にするた

めの条件を検討した。 

想定したケースは、①処理料が 10,000 円/トン、液肥散布手数料が 6,000 円/10a、②処理

料が 10,000 円/トン、液肥散布手数料が 7,000 円/10a、③処理料が 15,000 円/トン、液肥散

布手数料が 6,000 円/10a、の三つである。また、プラントコストをどれくらい抑えられるか

によって、地域に還元できる余地も変わる。よって、各ケースにおいてプラントコストが

kW あたり 100 万円、200 万円、300 万円、400 万円の場合のそれぞれについて、以下の計

算式によって投資回収年数を試算した。その結果を図表 13 に示す。なお、回避コストにつ

いては試算に含まれない。 

 

投資回収年数 ＝ プラント投資費用 ÷（年間収入－年間運用管理費用） 

 

                                                   
17 同規模の既存事業を参考に設定。 
18 液肥散布を行っている事例における散布量を参考。 
19 平成 25 年 3 月 26 日新エネ地域再生研究会資料「バイオガス利活用の取組みについて－メタン発酵の高

付加価値化－」を参考に、補助金無しと仮定した金額。 
20 関係者ヒヤリングから、20,000 円/トンと想定。 
21 農水省「肥料高等に対応した施肥改善等に関する検討会」資料より、水田の場合は 7,368 円/10a、畑作

の場合は 14,323 円/10a。 
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図表 13 ケース①～③の投資回収年数試算結果 

 kW あたりプラントコスト 

100 万円 200 万円 300 万円 400 万円 

ケース① 7.9 14.7 21.6 28.4 

ケース② 6.8 12.7 18.5 24.3 

ケース③ 4.8 8.8 12.7 16.7 

（出所）富士通総研作成 

 

ケース①は、残渣の処理料が相場の半額、液肥散布手数料が液肥の運搬人件費のみを賄

う 6,000 円/10a と、可能な限り事業者以外の利益を大きくする設定である。この場合に投

資回収年数を 10 年以内にしようとすると、プラントコストは kW あたり 100 万円台前半に

抑える必要がある。ケース②は、処理料はケース①と同じだが、液肥散布手数料を運搬人

件費に加えて燃料費も賄える 7,000 円/10a に設定している。この場合は kW あたり 150 万

円強が実現すべきプラントコストである。ケース③は、食品加工工場の負担をやや増やし

15,000 円/トン、耕作農家にはケース①と同じ 6,000 円/10a を課す。この場合はプラントコ

ストが 200 万円強でも投資回収年数を 10 年以内にすることができる。 

国内の既存のバイオガスプラントの中で、最も低いコスト水準で建設されたのは、前述

のドイツの設備を取り入れた事例で、kW あたり 125 万円である。ただし規模は 800kW と

比較的大きく、検討対象とした 150kW のプラントでは実現が難しいと考えられる。同様の

方法で 400kW のプラントが kW あたり 175 万円で建設された例もあり、この水準であれ

ば 150kW の場合でも実現可能な範囲と考えられる。よって、ケース②と③については投資

回収年数を 10 年以内にすることが可能といえる。 

図表 14 にケース③でプラントコストが kW あたり 200 万円の場合の収支を示す。 
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図表 14 ケース③（kW あたりプラントコスト 200 万円）の収支 

項目 数値 前提条件等 

プラント投資費用 300,000 千円 kW あたり 200 万円 * 150kW 

収

入 

売電 36,504 千円/年  

処理料 家畜糞尿 0 千円/年 無償で受け入れ 

食品加工残渣 49,275 千円/年 15,000 円/トン 

液肥散布手数料 22,998 千円/年 手数料 6,000 円/トン 

収入計 108,777 千円/年  

費

用 

運転管理費 30,000 千円/年  

液肥散布の運用費 40,461 千円/年 運用費 3,667 円/トン 

費用計 70,461 千円/年  

投資回収年数 8.83 年  

（出所）富士通総研作成 

 

ケースによって少しずつ変えた処理料や液肥散布手数料の負担額については、実際には

バイオガス事業に関わる各関係者間で調整する必要がある。試算で検討した利益に加えて

さらなる付加価値を生み出せるかどうかによっても、どれだけ負担額を求められるかは変

わってくるだろう。例えば液肥処理手数料について、液肥利用による農産物のブランド化

をして付加価値を高めることができれば、高めの手数料をしやすくなると考えられる。 

以上の検討では、投資回収年数を 10 年程度にするためには、プラントコストを kW あた

り 200 万円に抑える必要があること、そしてそれが現状でも実現可能であることが示され

た。地域エネルギー事業としてバイオガス事業を実施するには、これを達成した上で、事

業の成功要件を実践しつつ地域と連携していける仕組みが非常に重要である。 
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6. おわりに 

 

FIT が施行されてから約一年半が経過し、優遇期間として設定されている三年の折り返し

地点を過ぎた。優遇期間後も事業として成り立つように、残り一年半の間に再生可能エネ

ルギー利用における課題解決ができるかどうかが模索されている。特にバイオガスについ

ては、事業の位置付けや実施において、従来とは異なる関わり方が事業者や設備供給者を

はじめとする関係者に求められる。スムーズな運用によって利益を確実にあげるべきエネ

ルギー事業として、運用段階まで考慮に入れたプラントのコンセプトづくりを事業者と設

備供給者が連携して行うべきである。 

本稿では、事業実施における課題に焦点を絞ったが、制度および手続きの面での改善も

当然必要である。複数の規制の対象になり手続きに手間がかかることや、設備の安全対策

や液肥の散布量についての基準が未整備であることがその一例である。設備導入や消化液

の扱いなど、事業実施段階の課題とも密接に関連するため、今後、現場の意見を反映しな

がら改善・整備することが普及促進に向けて求められる。ファイナンスについても、ドイ

ツのように銀行から優良事業と認識されるまでには長い道のりと考えられるが、経済性を

含めて成功している事例の積み重ねが、資金調達をしやすい環境をつくる第一歩といえる。 

バイオガス利用で世界の先頭を行くドイツの経験からは、バイオガス事業が地域に大き

な波及効果をもたらすことが示されている。日本でもそのポテンシャルを引き出すために

は、スムーズな運用とその前提条件として必須である適切な設備導入を実現しなければな

らない。また、地域の各関係者にとってのメリットを一つひとつ検討しながら事業をつく

り上げていくことも不可欠である。その過程で、プラントコストの削減や運用ノウハウの

構築および共有を進めることが、将来的に持続可能なバイオガス利用の実現につながって

いくはずである。 
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