
 

 
 
 

バイオマスエネルギー高効率転換技術開

「有機性廃棄物の高効率水素・メタン発酵を中心とした二

中間評価報告書（案）概要 

 

 

 

目  次 

 

1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・  

 

2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・  

 

3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・  

 

4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・  
第１０回技術評価委員会 
 
資料 4-2-2 

発 

段発酵技術研究開発」 

（頁） 

１ 

２ 

  ５ 

  ８ 



 
 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 

バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 

「有機性廃棄物の高効率水素・メタン発酵を中心とした二段発酵技術研究開発」 

（中間評価） 

分科会委員名簿 

 

 

分科会 

会長 
児玉 徹 

東京農業大学 応用生物科学部 バイオサイエンス学科

客員教授 

森 滋勝 
名古屋大学 先端技術共同研究センター 

センター長・教授 

桑原 正章 
秋田県立大学 木材高度加工研究所 

所長・教授 

笹岡 英司 
岡山大学 環境理工学部 

教授 

鮫島 正浩 
東京大学 大学院  農学生命科学研究科生物材料科学専攻

教授 

長島 實 
協和発酵工業株式会社 環境安全室 

理事・室長 

藤井 重雄 
株式会社 タクマ 技術企画部 

担当部長  

委員 

横山 勇生 
株式会社 日経ＢＰ 日経バイオテク編集 

編集長 

敬称略、五十音順 

 

事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部 

 1



プロジェクト概要 
作成日 2003.06.19 

制度・プログラム名  

事業名(プロジェクト名) バイオマスエネルギー高効率転換技術開発「有機性廃

棄物の高効率水素・メタン醗酵を中心とした二段醗酵

技術開発」 

PJコード E01040 

事業担当推進部室・担当者 エネルギー・環境技術開発室 

事業の概要 生ごみなど高含水のバイオマス系廃棄物を醗酵処理すると同時に水素およびメタ

ンのバイオガスを生成し、それぞれ分離して取り出す、高効率で安全な環境調和型

の二段醗酵システムを開発する。 

１．事業の目的・政策的位置付

けについて 
               

【ＮＥＤＯが関与する意義】 
【実施の効果（費用対効果）】 
【事業の背景・目的・位置付け】 

生ごみや汚泥など高含水性である有機性廃棄物は、主に自治体など公共事業によっ

て取り扱われ、年間１億トン強が有効に再資源化されないまま処理・処分されてい

る。有機性廃棄物から高効率・高速度に気体燃料（水素・メタン）を取り出す技術

を開発し、実用化に目途をつけることを目的とし、研究開発を実施する。開発には

産官学の最先端の専門的な研究者の参加と、五年間の開発期間、相当の費用が必要

であり、又技術的ハードルも高く、民間企業の研究に早い時期での成果が期待でき

ないことから、NEDO が関与し、開発と普及の突破口を開くことが必要である。この

装置の普及によって、新しい環境事業が可能になると共に資源循環型社会の構築に

貢献することが期待される。 

２．研究開発マネジメント 
について 

【事業の目標】 

バイオテクノロジーの進歩により、高効率化が期待できる有機性廃棄物から水素及

びメタンガスを生成する装置を開発する。目標はシステム全体のエネルギー回収率

が 55％以上（発熱量）の装置を開発する。リアクタの性能を現状の滞留時間 20～
30 日、有機物分解率約 60～65％から、同 15 日、80％に向上させることにより達
成する。中間時点の目標は装置の核になる高効率可溶化・水素醗酵リアクタとメタ

ン醗酵リアクタの開発とその組み合わせによるトータルシステムの構築である。 
後半には検証プラントを建設し性能を確認する。 
本研究開発は、民間企業三社、一独立行政法人、一財団法人の五団体でコンソーシ

アムを組織し、参加する各団体の専門分野の研究者が有する研究ポテンシャルを最

大限活用し、効率的な研究開発の推進を図る。 
主な実施事項 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度  
要素技術研究開発       

コア技術研究開発       

トータルシステム

の研究開発 
      

【事業の計画内容】 

成果とりまとめ       

（単位：百万円） 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 総額 
(当初)       一般会計 
(実績)       
(当初) 2 59.9 181.1  10.9 7.5 261.4 特会 

(荏原分) (実績)       
(当初) 1 71.5 96.7 23.0 21.4 213.7 特会 

(西原分) (実績)       
(当初) 3 98 104.1 28 28 261.1 特会 

(鹿島分) (実績)       
(当初) 0.0 29.1 26.6  23 23 101.7 特会 

(産総研分) (実績)       
(当初) 3 15.6 38.9 195 190 442.6 特会 

(JBA分) (実績)       
(当初) 9 274.1 447.5 279.9 269.9 1280.4 

【開発予算】 

総予算額 
(実績)       
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【開発体制】 経済産業省担

当原課 
運営機関 
委託先 
 
 
再委託先 

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 
(株)西原環境テクノロジー、(株)荏原製作所、 
鹿島建設(株)、(独)産業技術総合研究所、 
(財)バイオインダストリー協会 
東京大学、三重大学、日本大学 

【情勢変化への対応】 廃棄物処理、エネルギー生産などについて、基本的な情勢の変化や、バイオテクノ

ロジーなどの進歩や関係する新しい技術の動向に関し、開発期間中半年毎に内容の

確認を行い必要があれば的確な対応をとって事業を推進する。 
中間時点の評価を的確に行い、必要があれば研究開発の方針の修正を含む見直しを

可能とした体制で取り組むものとする。 
【今後の事業の方向性】 中間評価に基づき、最終目標を達成するために、平成 15,16,17年度に水素・メタン

二段醗酵トータルシステムの建設と検証研究を推進し、実用化の目途を立てる。 

３．研究開発成果 
 (要素技術含む) 

可溶化・水素醗酵リアクタ及びメタン醗酵リアクタにおけるそれぞれの処理プロ

セスの最適化を図る目途がついた。 
可溶化・水素醗酵リアクタに関して、特定の廃棄物を使用した可溶化のためのミ

クロフローラの馴致を実施すると共に、純粋系と複雑系の水素生成菌による水素の

生成について確認した。有機性廃棄物から水素醗酵リアクタによる水素ガスの取り

出しが可能な可溶化・水素醗酵リアクタの基本構想を決定した。 
メタン醗酵リアクタについて、リアクタ内の微生物叢の菌叢解析、固定化微生物

叢の解析結果などから、菌の固定化のための基礎データを得て、これらの成果を応

用することにより基本仕様を決定し、新規高効率固定床メタン醗酵リアクタの構想

ができた（有機物分解率を高め、従来法の滞留時間 20～30日を 15日以内に達成で
きる可能性に目途がついた）。 
高効率水素・メタン醗酵を中心にした二段醗酵技術の主要装置である各リアクタ

の基本仕様の決定と、水素・メタン二段醗酵トータルシステムの基本フローが完成

したことによって、検証プラントの建設を可能にした。 
下記の詳細研究開発成果を得た。 
① 生ごみ等に含まれるセルロース系模擬廃棄物の有機物分解率 80％以上のミク
ロフローラを馴致し、中温・高温での発酵特性の解析、可溶化・水素リアクタ

の基本仕様を決定した。 
② 食品系廃棄物を想定した炭水化物系原料を対象に水素生成菌を用いた連続処

理で１[mol-H2/mol-Hexose]以上の水素生成率を達成した。 
食品系廃棄物を想定した炭水化物系原料を対象に水素・メタン組み合わせシス

テムで有機物分解率 80％達成の目途に開発を実施している。 
③ 可溶化・水素醗酵ミクロフローラを用いて標準生ごみ中の炭水化物原料から、

1[ mol-H2/mol-Hexose]以上の水素生成収率を達成した。 
④ 固定化醗酵リアクタ内の固定化微生物叢の一部が明らかになり、固定化担体の

特性を解析し、これらの成果を基に菌体の高濃度化によるメタン発酵プロセス

の最適化を図り、リアクタへの適用に目途をつけた。 
⑤ 関係する特許などの資料調査を実施した。 

①、②、③をもとに、可溶化･水素醗酵リアクタの基本構想を立案と、②、

③、④をもとに、菌体が高濃度化した新規高効率固定床メタン醗酵リアクタの

基本構想を決定し、水素・メタン二段醗酵のトータルシステムの基本フローが

決まった。 
( 特 許 ・ 論 文 等 に つ い て 
件数を記載) 

特許：3件（内１件は準備中）、論文：5件、学会等発表：12件 
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４．実用化、事業化の見通し 
 

中間評価の提言を受け研究開発を継続し最終年度（平成 17 年度）には実用化の
見通しを立て、引き続き実用機による実証試験を実施して事業化を展開する。 
水素・メタン醗酵では、発生した水素ガスは燃料電池などの燃料に使用すること

が可能であり、メタンガスはガスエンジン、ボイラー、燃料電池の燃料として利用

が可能であり、広い範囲の事業化の展開が期待出来る。 
平成 13年度、平成 14年度の研究開発により、水素・メタン二段醗酵システムの
対象廃棄物について確認すると共に、システムの実用化について、技術的な可能性

を確認する。平成 16年度、平成 17年度にトータルシステムによる検証を実施する。
本研究開発に引き続き平成 18 年度以降に実用機による実証試験を実施する予定で
ある。実証試験は NEDO「バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業・同事業
調査」などに応募を行う予定である。その成果を基に事業展開を図る。 
中間評価時点では、水素・メタン二段醗酵システムの原料として、建物や家庭な

どから排出される厨芥などの生ごみと、再利用できない紙ごみ、及び炭水化物を多

く含む食品廃棄物などが処理可能であることを確認した。これらの廃棄物を対象に

実用化、事業化を推進する。これらの廃棄物について、ごみの排出量、現在の処理

状況を調査し、事業化の可能性、事業の規模などを検討する。実証試験の対象事業

所については、廃棄物の収集、廃棄物の処理状況、バイオガスの有効利用、規模な

どから絞り込み、シナリオを立て計画を推進する。 
複合ビル（レストラン、ホテル、事務所、店舗など）における生ごみとリサイク

ル不適紙類を対象にした実用化をシナリオＡとして立案する。また、研究成果から

水素・メタン醗酵に適した食品系廃棄物は、炭水化物（澱粉、セルロースなど）を

多く含む、菓子・パン類の廃棄物、糖質が多い製糖工場の廃棄物、果実加工残渣な

どである。実用化のシナリオＢは、これらを対象のひとつに実証試験を計画する。 
 

 事業化のスケジュールは概ね次のようになる。 
本開発開始（平成 13年度）から  

4年目(平成 16年）：実証実験の基礎調査（廃棄物の排出者、自治体、ガス利用
者、場所の想定） 

5年目(最終年度) ：本事業最終年度に実証試験を企画立案 
6～7年目        ：シナリオ A及びシナリオ Bの実証プラント建設 
(平成 18～19年)   実用機による検証 
8年目～        ：事業化展開 

(平成 20年～) 

実施時期 １５年度 中間評価実施予定 評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 １７年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 
「有機性廃棄物の高効率水素・メタン発酵を中心とした 

二段発酵技術研究開発」（中間評価） 
評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、高含水有機性廃棄物を資源化してエネルギー回収を目指して

おり、CO2 放出削減と廃棄物処理の両面から重要である。特に、廃棄物処理の観点
からその実用化には国や自治体の関与が必要とされるため、ＮＥＤＯの関与により、

複数の適切な民間企業および大学等による共同開発を行う国家的プロジェクトに相

応しい。 
中間評価時点における成果は順当であり、今後、計画をやや前倒しにしてでも実

証用トータルシステムの設置など積極的に研究を進めるべきである。特に、実生ご

みにおいて目標の数値にどこまで近づけることが出来るか、また上回ることが出来

るかを実証することが重要である。事業化するための現実味のある調査、計画立案

を行うことを望む。 
一方、バイオマス変換においては、各プロセスを無理なく定量的に結合させてシス

テム化することが重要であるが、本プロジェクトでは、この点について必ずしも定量

的に取り扱われていない懸念があり、今後はこの点を考慮してバランスのとれたシス

テムの構築を早急に検討すべきである。また、従来のメタンのスチームリフォーミン

グに比べて、有機性廃棄物からの直接水素製造がいかに優れているかを示すことが本

プロジェクトの優位性を明らかにする上で重要である。 
 
２）今後に対する提言 
原料費がマイナスであることの利点、埋立地の逼迫等の環境問題解決を旗印として

研究を継続すべきである。 
プロジェクト後半では、実生ごみの分解速度を模擬生ごみ並みに上げる努力が必要

である。固定化法についての先行技術のベンチマーキングの強化等を通じて、メタン

醗酵に適した固定化法の絞り込みを早期に行った上で固定化装置の大型化に取り組

むことを望む。また、プロセスの最終段階で発生する廃液や固形の廃棄物の処理法に

ついて事業化に向け必要な調査研究を実施し明確にするとともに、微生物菌叢の制御

をどのように実証試験に取り入れていくかについてより具体化することを望む。 
本プロジェクト後の実証プロジェクトに向けて、実用化に必要な条件は何か等につ

いて調査していく必要がある。すなわち、実用研究への展開は、装置スケールおよび

設置場所について具体的かつ定量的に明確化するとともに、生ごみの物理的な性状、

化学成分組成、さらに流入量変動など水素醗酵ならびにメタン醗酵に大きな影響を与

える因子についての情報を考慮しながら、システム全体の構築をはかった上で行うこ

とが肝要である。 
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２．各論 
１）事業の目的・位置付け 
本プロジェクトは、高含水有機性廃棄物を資源化してエネルギー回収を目指してお

り、CO2 放出削減と廃棄物処理の両面から重要である。特に廃棄物処理の観点から
その実用化には国や自治体の関与が必要とされるためＮＥＤＯの関与により、複数の

適切な民間企業および大学等による共同開発を行う国家的プロジェクトに相応しい。 
本プロジェクトは、生ごみから水素とメタンガスの両方を効率的に取り出すことを

狙ったもので、オリジナリティが高く、また実用化が期待でき、社会的なニーズに対

して生ごみの資源化とエネルギー生産を結びつけるという巧みな達成手段で答えよ

うとしていることは高く評価できる。 
過去に、畜産廃棄物の処理法として、酸醗酵とメタン醗酵を分離した二相式処理法

が試みられたが、本プロジェクトではそれを凌駕したシステムが構築されるものと期

待される。 
 
２）研究開発マネジメント 
厨芥、食品廃棄物等の資源化適正処理法としての研究目標は妥当であり、一段目で

得られる水素量を増やすことが出来れば水素ガスの用途から考えて有望な実用化プ

ロセスになり得るであろう。システム全体を構築するために必要な専門家ならびに研

究グループが配置され、前処理・可溶化・醗酵等の研究手順、対応は適切である。ま

た、分担された課題における研究の進捗状況がよく整理されている。再委託先による

水系の固形物分解にかかる微生物学的アプロ－チについても進展に期待がもてる。 
 体制に関しては、生ごみは事業所やビルなどによってその組成や醗酵特性が異なり、

廃棄物の形態や量の変動などを考慮してシステムを構築していくことが重要である

ため、今後、研究グループ（推進委員会など）に廃棄物の発生側の専門家を加えるべ

きである。 
また、本プロジェクトは、水素製造を目指しているところに特色があるので、最終

的な成果がメタン醗酵の改良技術にならないようにしっかり方向性を定めておくべ

きである。その前提として、従来のメタン醗酵→メタンのスチームリフォーミング→

水素製造に比較して、有機性廃棄物からの直接水素製造がいかに優れているかを示す

ことが重要である。 
 
３）研究開発成果 
水素ガス発生と有機物分解率に関しては模擬生ごみの段階ではあるが中間目標値

に達している。また、各研究グループが分担している課題についても目標達成度が高

く順調に進展していると判断される。 
 今後、実生ごみにおいて目標の数値にどこまで近づけることが出来るか、また上回

ることが出来るかを実証することが重要である。特に、目標値以上の高速の水素醗酵

実現に向けた研究開発を強化することを望む。 
また、バイオマス変換においては、各プロセスを無理なく定量的に結合させてシス

テム化することが重要であるが、本プロジェクトでは、この点について必ずしも定量
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的に取り扱われていない懸念があり、今後はこの点を考慮してバランスのとれたシス

テムの構築を早急に検討すべきである。 
 
４）実用化・事業化の見通し 
食品廃棄物や生ごみ等の処理せねばならない上に比較的まとまって入手しやすい

ものを原料として想定しているので実証試験が行いやすい特徴がある。可溶化・水素

醗酵法そのものの完成度をもう少し上げ、設置場所を具体的に限定してそれに適合し

た効率的システムを構築できれば小規模実機テストを経て事業化につながりそうで

ある。具体的には、複合ビルを対象にしたシナリオと食品系廃棄物を対象にしたシナ

リオがあり、実証試験の企画立案を本プロジェクトで計画していることは評価できる。 
ただし、現段階では、発生したメタンや水素をどのように利用していくかについて

は明確でない。さらに、実用化には、実生ごみの分解速度を模擬生ごみ並みに上げる

努力を継続するとともに、水素ガスが安定して生成するかどうかの検討や固定化装置

の大型化の検討が必要である。今後、装置規模と設置場所を具体的に明確にした上で

実証システムの設計を行うべきである。 
また、今後、導入方策について具体的な検討を行うとともに、事業展開の時期を明

確化することを望む。また、水素を有効に利用できるシステム、例えば、燃料電池と

の直接接続により水素を利用するシステム等の可能性についても検討することを望

む。 

 7



評点結果 

 

2.1 

2.3 

2.4 

2.4 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化・事業化の見通し 

３．研究開発成果 

２．研究開発マネジメント 

１．事業の位置付け・必要性 

平均値  
 

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.4 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ

２．研究開発マネジメントについて 2.4 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

３．研究開発成果について 2.3 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

４．実用化・事業化の見通しについて 2.1 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について

・非常に重要          →A

・重要             →B

・概ね妥当           →C

・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて

・非常によい          →A

・よい             →B

・概ね適切           →C

・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A 

・実現可能なプランあり    →B 

・概ね実現可能なプランあり  →C 

・見通しが不明        →D 
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