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亜臨界水反応装置の技術的原理と特徴
Technological Principle and Characteristics of Innovative Subcritical Water Reactor

１．超臨界水技術VS亜臨界水技術～物理化学的な特性比較～

2. 亜臨界水技術の物理化学的性質

。

■超臨界水反応とは
・水を374℃以上・220気圧以 上の超高温・高圧の状態に置くと、液体の水の密 度のまま大きな熱エネルギーを得る。

・この超臨界水状態のもとで、水分子は激しく 動き、ダイオキシンやフロンなどの有害物質を短時間で分解することができる。

・また、酸化剤が存在すると、有機物は瞬時に分解され、二酸化炭素に転換される。

（但し、超高温高圧条件に耐えるプラチナ製など、頑丈な圧力容器が必要なため、コスト的に実用化に供することが難しい）

■亜臨界水反応とは
・超臨界水よりも低い200℃。20気圧前後の 高温高圧の亜臨界水状態の下では、水分子(H2O) は、生成物の上で H（プロト

ン成分）と OH（水酸化物成分）とに分割して取り込まれ、短時間で「加水分解反応」を引き起こす。

・この結果、高分子の有機物は、微生物が利用しやすい低分子化合物に転換され、機能性堆肥やメタン発酵に適した生成品

となる。木質材は、糖化される。（例）タンパク質はアミノ酸，デン粉はブドウ糖、脂肪は低級脂肪酸に各々転換される）

・また、誘電率は低く、水であっても高い溶媒力を持つため、有機物中の油を短時間で抽出することができる。

（この場合は、ステンレス製の圧力容器で十分で、後述する通り、バッチ式と連続式の二タイプが既に実用化されている）

○水のイオン積と誘電率の変化
原図：吉田弘之による【#5参照】

○臨界点：
647K（374℃）

■水のイオン積と誘電率
【水のイオン積】

・亜臨界水領域の523K（250℃）で最大値を示し、加水分解力も最大となる。

・高分子有機物は、非常に強い加水分解力によって短時間に低分子化される。

・超臨界水と異なり、酸化力は殆どないため、二酸化炭素まで分解されることはない。

【水の誘電率】

・温度の上昇とともに小さくなり、523K（250℃）付近の誘電率は、常温のエタノールの

それに等しくなる。この結果、亜臨界水領域の水は強力な有機溶媒の働きもする。

・この強い溶媒力により、有機物中の油を、短時間で100%抽出できる。（ただし、油の

性質により、加水分解しない運転操作が必要なことがある。）

■亜臨界水から超臨界水へ
・臨界点に近づくと、イオン積が減少、加水分解力が低下して、熱分解力が強くなる。

・臨界点を過ぎると、酸化力が強まり、有機物は瞬時に二酸化炭素まで分解される。

523K（250℃）



亜臨界水反応装置の基本構成と応用分野
Basic Composition and Application Field of Innovative Subcritical Water Reactor 

(1) ボイラー
（標準品）

(2) 反応槽
（圧力容器）

(4) 取出口

(3) 投入口

(5) 攪拌機(6) 制御盤

亜臨界水反応装置

【バッチ式／容量2m3実機】

■亜臨界水技術の実用化／商用化
【基本反応条件：200℃・20気圧】
・地方の産業創生に有用な技術（バイオマス廃棄物の資源循環産業，未利用材活用産業，有害物の無害化・適正処理等）

・装置構成を超簡素化： 燃焼工程が一切なく、排ガス対策が不要，ゆえに低コスト化が可能である。

・構成要素： (1) 水蒸気をつくり反応槽に送り込むボイラー，(2) 水蒸気を貯めて亜臨界水領域をつくる反応槽（一種圧力容器

(3) 投入口と(4) 取出口（ボールバルブ付き），(5) 反応を均一化するための攪拌機，(6) 制御盤

１．亜臨界水反応装置（バッチ式）の基本構成

■国内外特許取得／申請状況
特許権者： G8  International Trading ㈱

☛ http://g8inter.co.jp/

日本国内特許：第3089543号

国際出願：第PCT/JP2005/009728号

国際特許取得済国（登録番号） 登録年月

日 本 （第4864884号） 2011年11月

中 国（第ZL200580049929.2号） 2010年05月

香 港（第1115836号） 2010年09月

米 国（第8512573号） 2013年08月

韓 国 （第10-1313438号） 2013年09月

ﾏﾚｰｼｱ（第PI20072112号） 2014年06月

出 願 国 出 願 番 号 申請年月

ｲﾝﾄﾞ（第4602/KOLNP/2007号） 2007年11月

ﾖｰﾛｯﾊﾟ（第EP05743794.9号） 2007年12月

2. 亜臨界水反応装置（バッチ式）の幅広い活用分野：資源循環から有害物の適正処理まで
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○生ごみ，食品加工残滓，農林水産業残滓
〇下水汚泥，家畜糞尿，地域の未利用材
○医療廃棄物
（ﾌﾟﾗｽチック類や重金属混入物も可能）

有機質廃棄物の資源化プロセス～亜臨界水反応装置の活用～

装置構成を徹底簡素化／低コスト化

亜臨界水技術特性（高温・高圧水蒸気）

・温度: 100～2000゜C／圧力: 10～20気圧

・処理時間: 5分～60分

装置の高機能性

・強い加水分解力（高分子有機物を低分子化）

・高い溶媒力（有機物中の油類を高速抽出）

・安全性（殺菌，抗生物質や化学物質を分解）

・燃焼工程を一切含まず，環境対策コスト削減

■装置の運転操作条件

■生ごみ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類混入）高速分解 ■魚残滓から魚油抽出

○燃焼処理によらないため、有害ガス（ダイオキシンなど）の発生がない。
○高温・高圧処理するので安全。バイオマスを無菌・無害化・低分子化。

2. 国内外特許取得／申請状況
特許権者：G8 International Trading ㈱ g8inter.co.jp/index.php?

○Capacity of the Reactor: 2-10 m3/Unit (Stainless steel made)

○Plant Size：W 7.55m×D 2.0m×H 3.7m（2 m3 type） ○Weight：8,000Kg（ 2 m3 type）

Boiler

Reactor
(Batch System)

Outlet

Inlet

Agitator

Automated 
Controller Panel

Full-scale SubCritical Water Reactor (Multiple Recycle Machine)  

1. MRM亜臨界水反応装置（反応槽容量2 m3）

Patent Issue Ccountry Invention Patent No. Date of Issue

Japan No.4864884 November 18, 2011

China No.ZL200580049929.2 May 12, 2010

Hongkong No.1115836 September 24, 2010

The United States No.8512573 August 20, 2013

South Korea No.10-1313438 September 24, 2013

Malaysia No.PI20072112 June 13, 2014

Application Country Number Aassigned to the Application Date of Application

India No.4602/KOLNP/2007 November 28, 2007

Europe No.EP05743794.9 December 19, 2007

国際公開特許　Title of International Application: PCT/JP2005/009728                        　(2014.09.11現在）

Patent Issue Country

写真：圧力容器容量2 m3の装置〇ボイラー
自動監視装置
（蒸気送出）

撹拌装置

取出し口

投入口

〇圧力容器
(2-6m3）

亜臨界水装置

【少ない消費エネルギー】

・重油20-30ℓ，電力10-20kWh／1バッチ

資
源
化
促
進

■木質材を牛の粗飼料化

■多様なバイオマスに適用可能

ﾘｸﾞﾆﾝ層を
破壊，ｾﾙ
ﾛｰｽを露出

水蒸気送出

投入ホッパー

殆どの未利用バイオマス廃棄物が対象
（プラスチックや重金属混入も対応可）

○農業残渣
○木質系残滓
○廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
○廃ﾋﾞﾆｰﾙ

○下水汚泥
○生ごみ
○家畜糞尿

亜臨界水反応装置による有機質廃棄物の資源化（低コスト・無害）

原材料（各種バイオマス廃棄物）

亜臨界水反応操作条件
Condition of Reaction

飽和水蒸気圧反応（加水分解反応）
○装置内温度: 150゜C～230゜C

○装置内圧力: 約1～2Mpa（10-20気圧）
○処理時間: 15min～1hr

○処理方法：攪拌破砕，殺菌，重金属固化

処理品の特徴
○高分子を低分子化，細胞壁を完全破砕
○自然乾燥で水分20%以下（取り扱い容易）
○無菌，抗生物質を分解，高質堆肥を供給
○廃液が少なく，環境保全コストが少ない。

基 本 操 作

生ごみ（プラスチック類混入）

M

取り出し口

圧力容器
2m3～6m3

生ごみ（魚アラ混入）

処理物の特徴
①粉末状
②無菌・無害化
③高機能性

資源化が容易
①高質堆肥製造
②高質飼料製造
②ﾒﾀﾝ発酵促進

攪拌機
(ﾓｰﾀｰ)
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亜臨界水反応装置と類似技術の特性比較
Comparison of Technological Characteristics between Subcritical Water Reactor and Similar Technology

1. 亜臨界水技術（ニタイプ）と蒸煮技術の特性比較

。

種 別
亜臨界水技術

（バッチ式・圧力容器型）
亜臨界水技術

（連続式・圧力管内循環型）
蒸煮技術

（バッチ式・圧力容器型）

処理方式
（特許）

処理機能

〇液状・固形の有機物に対し、
幅広く対応できる。

〇圧力容器に攪拌機を備え、
各種の有機物を安定的に
処理することができる。

△生汚泥等、液状の有機物に
しか対応できない。

△管路内の目詰まり防止対策
として流速維持（3m/s）が必
要 とされる。

〇液状・固形の有機物に対し、
幅広く対応できる。

△圧力容器に攪拌機を備えて
いないなどの理油から、
安定的な処理が難しい。

メタン発酵
との

整合性

〇難分解性の木くずを含め、
全てのタイプの有機物に対
する整合性が高い。

△生汚泥等には整合性がある
が、木くずや家畜糞等の固
形物には適用できない。

△生汚泥等には整合性がある
が、難分解性の木くず等へ
の整合性は低い。

堆肥化
との整合性

○機能性堆肥の実績あり
（放線菌発酵処理による）

×処理残滓は液状であるので、
堆肥化 にはなじみにくい。

△機能性堆肥の製造までの
技術水準にはない。

総合評価 ◎高汎用性、高機能性。 △対象範囲が限定される。 △高汎用性、低機能性。

あらゆるバイオマスが対象
（プラスチックや重金属混入物も可能）

○農業残渣
○木質系残滓
○医療系廃棄物

○下水汚泥
○生ごみ
○家畜糞尿

バイオマス高速・資源化プロセス（亜臨界水反応装置）

装置構成を超簡素化／低コスト

亜臨界水の特性（高温高圧水蒸気）

・装置内温度: 150～230゜C

・装置内圧力: 10～20気圧

・処理時間: 15分～１時間r

・技術原理： 高温高圧水蒸気の強い溶媒力

製品の特徴

・高分子を低分子化／細胞壁を完全破砕

・ﾊﾝﾄﾞﾞﾘﾝｸのﾞ容易性： 自然乾燥／固液分離

・安全性（完全殺菌，抗生物質等を分解）

・廃液対策，臭気対策コスト小・

基本操作条件

○生ごみ（プラスチック類混入） ○魚加工残滓

資源化が容易

・機能性堆肥

（有機肥料）

・高質飼料

○燃焼処理によらないため、有害ガス（ダイオキシンなど）の発生がない。
○高温・高圧処理するので安全。バイオマスを無菌・無害化・低分子化。

2. 国内外特許取得／申請状況
特許権者：G8 International Trading ㈱ g8inter.co.jp/index.php?

○Capacity of the Reactor: 2-10 m3/Unit (Stainless steel made)

○Plant Size：W 7.55m×D 2.0m×H 3.7m（2 m3 type） ○Weight：8,000Kg（ 2 m3 type）

Boiler

Reactor
(Batch System)

Outlet

Inlet

Agitator

Automated 
Controller Panel

Full-scale SubCritical Water Reactor (Multiple Recycle Machine)  

1. MRM亜臨界水反応装置（反応槽容量2 m3）

Patent Issue Ccountry Invention Patent No. Date of Issue

Japan No.4864884 November 18, 2011

China No.ZL200580049929.2 May 12, 2010

Hongkong No.1115836 September 24, 2010

The United States No.8512573 August 20, 2013

South Korea No.10-1313438 September 24, 2013

Malaysia No.PI20072112 June 13, 2014

Application Country Number Aassigned to the Application Date of Application

India No.4602/KOLNP/2007 November 28, 2007

Europe No.EP05743794.9 December 19, 2007

国際公開特許　Title of International Application: PCT/JP2005/009728                        　(2014.09.11現在）

Patent Issue Country

写真：圧力容器容量2 m3の装置〇ボイラー
自動監視装置
（蒸気送出）

撹拌装置

取出し口

投入口

〇圧力容器
(2-6m3）

亜臨界水装置亜臨界水反応装置

国際特許：日米中韓はじめ6か
国で取得済み

国内特許
取得済み

図は三菱
長崎機工
㈱HP資料
を元に作成

杉材から牛の
粗飼料を生産

図は宮崎みど
り㈱のHP資料
を元に作成

５．技術の優位性（1）～他技術との比較

■処理機能面から見た特性比較
【バッチ式亜臨界水反応装置】

・当該装置の特徴は、ラグビーボール形状の圧力装置に攪拌機を備えることで、液状や固形の幅広いバイオマスを安定的に高

速加水分解等処理することで、処理困難物も含め資源循環を促進できることである。 多量のバイオマスに対しては、複数の

装置を並行配置し、装置への投入～取出し工程に時間差を付けることにより、準連続的に処理することも可能である。

【連軸式亜臨界水反応装置】

・当該装置は、多量のバイオマス処理に向くが、適用範囲は生下水汚泥など含水率が95%以上の液状のバイオマスに限定さ

れる。その際も、圧力管の目詰まり防止のため、管内流速を3m/秒程度に維持する必要がある。（メーカの技術資料による）

【蒸煮技術】

・圧力なべの一種で、オートクレーブとも呼ばれる。（食品加工，病院廃棄物の滅菌処理，コンクリート養生などに幅広く適用）

・圧力容器に攪拌機を備えていないことから、圧力を高めても均一な加水分解を得るうえで制約がある。

■資源循環との整合性から見た特性比較
【メタン醗酵との整合性】

・亜臨界水技術の場合、処理生成物が高速加水分解されているため、メタン発酵が効率化できることが実証されている。

ただし、こ の際も、バッチ式は液状・固形のバイオマスに幅広く適合しうるが、連続式は液状のバイオマスにしか向かない。

・蒸煮技術の場合、加水分解が不十分であることから、メタン醗酵への整合性は低いと見られる。

【堆肥化との整合性】

・亜臨界水技術の場合、原料の家畜糞尿や食品残滓等の固形物に対してはバッチ式しか整合しない。この際、亜臨界水処理

生成物が自然に放線菌醗酵し、最終性生成物は連作障害抑止効果を持つ機能性堆肥に仕上がることがわかっている。

・蒸煮技術の場合、加水分解が不十分であることから、メタン醗酵のケースと同様に、堆肥化への整合性は低いと見られる。

2. 亜臨界水技術（ニタイプ）と蒸煮技術の特性比較総括表



亜臨界水技術が支える地域の環境産業（1）

バイオマス廃棄物の循環ビジネス・有機農業とのリンク
Biowaste Recycle Business Model linked with Organic/Probiotic Agro-Production

1. バイオマス廃棄物の資源循環システムの必要性
■バイオマスの資源循環の必要性［#12,13参照］
・日本など先進国はバイオマス廃棄物を焼却処理するなかで、
他の多くの国々は安価な埋立て処分に頼る現状にある。

・一方では、食料増産のため、多量の化学肥料が農地に投入
されている。家畜に投与された飼料も、畜糞として排出後は
適正な処理もなされていない。それらの一部は公共用水域に
流入し、富栄養化や地下水汚染の原因となっている。

・資源は有限。＿＿現在の一方向型の資源・物質フローは、
自然の環境容量を超え、リン肥料資源を急速に枯渇させる勢
いにある。循環型の資源利用方式への転換が急務である。

■有機農業とのリンクとコア技術
・多様なバイオマスを資源循環して、リン肥料を回収、有機農
業とのリンクを創るためには、上流の需要側と下流の供給側
を繋ぐエンジン役を果たすコア技術の活用が必須である。

・強力な加水分解力を持つ「亜臨界水反応装置」は、低コスト
かつ効率的に資源循環を推進するための適正技術たりうる。
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食料供給
下水

（屎尿）

下水処理場

浄化槽
埋立地

残灰処分

生ごみ

（分別収集）
廃棄物

汚泥処理処分

（消化汚泥焼却）

栄養塩類
流出

（富栄養化）

石油
供給

○化学肥料製造
（リン鉱石枯渇）

環境こだわり農業

（減農薬・減化学肥料）

飼料供給

外国からの輸入

食料輸出（6次産業化）

○循環型農業モデル
（ﾌﾟﾛﾊﾞｲｵﾃｲｸｽ）
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【総合的なバイオマス資源活用システム】

【複合的な循環型農業モデル】

CO2 ガス
排出源

食品残滓

メタン発酵

○生ごみ・蓄糞・汚泥等

混合バイオマス処理

バイオガス
発電

液肥利用

○機能性堆肥の供給

エンジン役
【先端的コア技術】

家畜糞尿

栄養塩類流出
（富栄養化）

食のループ」

2. バイオマス廃棄物の資源循環ビジネス先行モデル（台湾・中国）

■資源循環ビジネスモデルの成立条件［#6-8参照］
・日本政府は、2000年に「バイオマス日本」を公表、年間5億
トンにも達する多量のバイオマス廃棄物の有効利用や資源
循環を推進する新政策を掲げた。

・その代表的なものが「バイオマスタウン構想」（農水省）であ
る。これまでに全国で130以上の市町村が構想を策定済み
であるが、成功事例はそれほど多くはない。（総務省調査）

・そのような成功事例を対象に、工学的・社会経済的視点から
分析した結果、＿＿資源循環ビジネスを成立させるには、
（1）上流・下流の関係者間の連携体制、（2）上流・下流の連
携を支える優れたコア技術の導入、という二件を満たす必要
があることが明らかとなった。［#6,7参照l］

■資源循環ビジネスモデル（先行事例）［#1,2参照］
【台湾・宜蘭県／中国・江蘇省における商用化事例に学ぶ】
・原材料： 主に地域の畜糞及び家畜の死骸，食品廃棄物
・資源循環コア技術： 「亜臨界水反応装置」（2m3，6m3）
・一次成品：亜臨界水反応処理（150℃，15気圧@処理時間

20分）により、原材料は、有用微生物による発酵に適した粒
体状の低分子有機物に転換される。

・二次成品： 一次成品の上に稲わらやもみ殻を置くと、それに
含まれる放線菌による自然発酵が１週間ほど続く。＿その
結果、最終的 に放線菌芽胞を多量に含み、連作障害等に効
果を持つ微生物農薬効果を持つ機能性堆肥に仕上がる。
【土壌菌群叢DNA解析中】

・有機農業とのリンク： 機能性堆肥を使うと野菜の無農薬栽培
が可能となるため、農家に高く評価されている。二次成品の
取引価格はトン当たり2万円以上であるので、一定の採算性
を確保することができる。

・原材料の処理費用を徴収できれば、収益効果をさらに高める
ことができる。二次成品の取引価格が低水準にならざるを得
ないなど、経営リスクが想定されるケースでは、公的資金の
導入が望まれる。

ﾌﾟﾛﾊﾞｲｵﾃｲｸｽ農業

既往の処理方法

埋立て投棄等処理

（禁止）

地域の有機質廃棄物
・鶏糞，
・食品残滓

2-m3 圧力槽 (@2基)

亜臨界水反応
処理

（高速加水分解機能） 一次成品（無菌）

機能性堆肥販売

二次成品（放線菌発酵）

（1--1） 家畜糞尿（鶏糞）資源循環ビジネスモデル（台湾・宜蘭県）
飛鴻有限公司・2009起業

一次成品の放線菌発酵

発酵温度: 60℃，処理時間: 10 日

【民間ビジネス】

日最大処理量:
20 ton/日 (6,000 ton/年)

○飛鴻有限公司（宜蘭県・台湾）/2009年起業

地域の廃棄物処理業
・家畜糞尿
・下水汚泥

2-m3 圧力槽 (@1 基)
6-m3 圧力槽 (@1 基)

二次成品（放線菌発

酵）

機能性堆肥販売

ﾌﾟﾛﾊﾞｲｵﾃｲｸｽ農業

既往の処理方法

埋立て投棄等処理

（禁止）

亜臨界水反応
処理

（高速加水分解機能）

（1-2） 家畜糞尿（鶏糞）資源循環ビジネスモデル（中国・江蘇省）

運嘉科技集団・2014起業

【民間ビジネス】

一次成品の放線菌発酵

発酵温度: 60℃，処理時間: 10 日

日最大処理量:
40 ton/日 (12,000 ton/年)

一次成品（無菌）

○運嘉環保科技有限公司（江蘇省・中国）/2014年起業



2. 木質材の亜臨界水処理による新木質粗飼料の生産

■輸入飼料の高騰対策と飼料自給率の向上に向けて
・海外から輸入される飼料価格は、最近の円安傾向に、国際的な飼料需要の高止り傾向が重
なり、地域の畜産業に大きな打撃を与えている。

・国産の牧草や稲わらなどの粗飼料も、土壌の劣化及び牧草地やサイレージ等の施設管理面
面の煩雑さに高齢化などの問題が重なり、不足気味の地域が増えている。政府の統計による
と、需要の凡そ1/4を輸入品に頼る構造にあり、自給率の改善が希求されている。

・一方、国内の未利木材は、放置間伐材や製材残材を含め、年間6千万m3に達し、その活用
を図ることは、振興山村域における重要な政策課題とされている。

・そこで、私どもは「亜臨界水反応装置」を使い、未利用の白樺チップ材から牛の飼料となるセ
ルロース成分を取り出し、新木質粗飼料を低コストで畜産業者に供給、黒毛和牛を飼養する
という一連の実証実験を行い、所定の成果を得ている。（北海道北見市の牧場関係者と連携）

■ポイントは安心・安全／低コスト
・飼料原料の木質材は農薬などの汚染がないものを選び、化学品などを 一切使用しない亜臨
界水処理により、クリーンで安全な粗飼料を安定的に供給する。

・木質材は大きく、牛に必須のセルロース類（繊維質）とそれを取り囲むリグニン層（重化合物
のポリフェノール類）から構成される、「亜臨界水反応装置」は、この難分解性のリグニン層を
短時間で壊す一方、内部のセルロース類を露出させ、一部を糖化し、牛の嗜好性が高い良質
の粗飼料を安価に生産する画期的な環境技術である。（この点は、林業試験場等が1990年
代に行った旧式の蒸煮技術を使った 実証実験成果からも支持されることを付記する。）

・下図に示す黒毛肉牛への飼養試験では、肉牛に与える健康上の問題は一切なく、また生化
学的栄養状態と枝肉成績も良好で、慣行の稲ワラ給餌と同等以上の成果を得られることが
明らかにできた。［#11参照］

■事業性及び費用対効果

・輸入粗飼料の市場価格は、トン当たり6万円前後である。これに対して、「亜臨界水反応装置」
に よる新木質粗飼料の製造コストは、トン当たり3.5-4万円（白樺チップ材買取り費用を含む）
と想定されることから、確実な採算性が得られる見通しである。

・地元の牧場関係者は、白樺チップ材から得られる新木質粗飼料で飼養した黒毛和牛に「白樺
ビーフ」という商品名を付け、ブランド化する意向である。

【オホーツクの広葉樹林】
（木材的価値が少ないため、
放置される白樺林地が多い）

3. 次なる新木質飼料事業へのチャレンジとは
■竹材の活用
・日本人の生活の中で、建築資材や調度品等の材料として広く利用されてきた竹材であるが。

＿＿近年は 民芸品の竹細工等で少量の用途しかなく、いたる所で竹林が繁茂し、植林地や果
樹園、さらには住宅地域まで浸食するようになってきた。

・このように、全国各地に「竹害」が広がリ、憂慮すべき現状にあるが、竹には、もともとヒ トや哺乳
動物の健康に有用な物質が含まれていることに思いを馳せ、改めて知恵を絞る必要がある。

・この未利用資源となっている竹材の活用が、私どもの次なる飼料化事業へのチャレンジである。 【放棄竹林問題】

1. 新木質飼料の必要性及びメリット

飼育実証試験の概要
・対象牧場：北見市のN牧場の黒毛和牛
・試験期間：26年8月～1年間実施予定
・試験方法：試験区2区・各6頭，対照区
5頭。合計17頭に対する新木質飼料給餌
試験

・試験項目：健康性肥育状況調査，血中成
分による各指標分析・枝肉成績調査

・経営分析：費用効果や事業採算性など
畜産経営に直接反映される指標を含め、
総合的な判断を行う。

○新木質飼料給餌実験（北見市）

○新木質飼料成品

亜臨界水技術が支える地域の環境産業（2）

地域の未利用材を活用した新木質粗飼料生産ビジネスモデル
Woody Cattle Feed Production Business Model by Utilization of Regional Unused Wood

○原材料
白樺チップ材

協力：ｴｰｽｸﾘｰﾝ㈱



2. なぜ新木質飼料が牛の餌（粗飼料）になるのか

3. キノコ菌床栽培への応用可能性

１．木材を構成する有機化合物の特徴

○細胞壁におけるセルロース・ヘミセルロース・リグニンの構造
■木材の構成要素とそれらの特徴
（1）主要成分の構成
・セルロース:40-50%，ヘミセルロース：20-25%
リグニン：25-35%，その他の微量成分：数%

(2) セルロースの特徴
・グルコースの直鎖状分子鎖(セルロミクロフィルブ
リルと呼ばれる）が30-40本集まり、束状になって
いる。

・幅 3-4ナノメートル，長さ1マイクロメートル
(3) リグニンの特徴
・芳香族（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ環）の巨大な有機化合物である，
石炭（グロダイヤ）の元の物質とされる。

・木材からリグニンを除去したセルロースの組織が
製紙原料（パルプ）となる。

（4）これからの時代の技術開発課題
・主成分を低コストで抽出するための技術開発、
_____とりわけ、セルロースナノファ イバー素材の
製造に係る技術開発は有望な分野である。

■既往研究のエッセンス（右図参照）
・反芻動物の牛には、粗飼料の給餌が必須条件とされる。

・木質材中のセルロース類は難分解性のリグニン層によって取り

囲まれている構造にあるため、仮にオガ屑状に細断したとして

も牛には消化することができない。

・木質材を亜臨界水反応処理すれば、短時間にリグニン層が壊れ

セルロースが露出する結果、牛に適した良質の粗飼料に転換さ

れる。（その一部は糖化されるので、肉牛以外に、乳牛にも適

した良質の飼料となる）

・広葉樹は、針葉樹よりリグニン含有割合が少ないため、木質粗

飼料化において多少有利である。

【主要参考文献】

・木質飼料にふさわしい樹種を探る（林産試験場，阿久津久）
・蒸煮木材による高品質肉ビーフの生産（東北農試，滝本勇治）

○新木質粗飼料製造工程（原図は阿久津による）

■現行のキノコ菌床栽培法
（1）菌床基材

【広葉樹】 シイタケ，ナメコ，ヒラタケ，マイタケ，ヤマブシタケ

【広葉樹・針葉樹】 エノキタケ，ブナシメジ，エリンギ

（2）高温滅菌（98℃@4時間），温度管理（冬期暖房，夏期冷房）

（3）キノコ菌床栽培のメリット

・栽培期間が短縮される。（原木栽培：1-3年程度→5-20週程度）

・平場でも栽培可能，山地での重労働から解放される。

■亜臨界水技術による新菌床材製造の可能性
・原材料のオガ屑を亜臨界水処理すると、リグニン層が壊れ、菌の栄

養質のセルロースが露出され、菌糸の成長が促される可能性がある

・これに伴い、栽培期間の短縮，生産性の向上が期待できる。また、

未利用材を活用することで、オガ屑不足を補うこともできる。

・亜臨界水処理培地の滅菌工程を省略できれば、メリットが大きい。

亜臨界水技術が支える地域の環境産業（3）

新木質飼料・キノコ菌床生産の技術的根拠
Technological Basis of Production of Woody Cattle Feed and Mushroom Bed

図の出典：
季刊森林総研第25号

○キノコ菌床生産工程



1. メタン発酵促進効果（高速加水分解機能）

■亜臨界水処理によるメタン発酵工程の効率化
・地域単位のバイオマス廃棄物を活用したバイオガス発電は固定価格買取制度と相まって、各地で注目を集めている。
・牛糞や下水汚泥をメタン発酵の原料とする場合、牛や人間が栄養分を吸取ったのちの廃棄物であることから、メタン醗 酵能

能力が食品残滓等と比べて低位である。このため、例えば全国の「バイオマスタウン構想」における成功事例も少ない。

■亜臨界水処理により期待される諸効果
・亜臨界水処理したバイオマス処理物をメタン醗酵の原料とすると、亜臨界水反応による高速加水分解力によって、次に示す
様々な効果が得られることが明らかになっている。［#3,4,9,10参照］

（1）バイオガス発生量が50%程度増加する。（下の左図参照）
（2）メタン発酵時間の大幅な短縮が期待できることから、発酵槽の容量縮減とコストダウンが可能となる。
（3）前処理段階にて破砕処理設備が要らなくなる。また、後処理段階にて残液が減り、残液処理コストの削減も期待される。

■石垣島バイオガス発電事業構想事例（右図）
・石垣島は、住民3万人・牛飼養頭数3万頭の有人離島。電力
の全量を島外の石油に依存するなど、地政的リスクも大きい。

・多量に発生する牛糞や木くず（風倒木や廃パレット材）を亜臨
界水処理し、処理物をメタン醗酵することによって自立エネル
ギー創製を推進すべき地域の代表例である。

資料：石垣島バイオガス発電事業協議会（会長：入嵩西正治）

沖縄電力

家畜糞等

農地還元

石垣島バイオガス発電事業(構想）
○有機質廃棄物量：120トン/日
○メタンガス発生量：6,000m3/日
○発電量：24,000KWh/日（売電収入：約3億円/年

-

:

亜臨界水技術が支える地域の環境産業（4）

バイオガス発電増強による自立エネルギー創製
Creation of Self-sustaining Energy combined with Up-grading of Biogas Power Generation    

脂質

加水分
解白質

３．研究の新規性～技術面

５

脂質

加水分
解白質

【燃焼技術】 有機物を炭酸ガスと水に転換し減容，メタン発酵との整合性なし

【亜臨界水技術とメタン発酵との整合性は高い】

高温・高圧の水蒸気下で生じる還元反応を利用。有機物を高速加水分解。

→高分子化合物を低分子化，動植物が利用しすい有用物質に転換。

→温度・圧力条件によりメタン菌の栄養塩となる有機酸（酢酸・蟻酸）を生成

３．新規性～技術面

繊維質
〇有機物（高分子化合物） 【亜臨界水処理】 〇低分子化（段階的）

【繊維質】
（デンプン）

【蛋白質】

【脂 肪】 低級脂肪酸

脱アミノ

グルコース

（ブドウ糖）

【有機酸】
酢酸 CH3COOH

蟻酸 HCOOH

【水素】 H2

多糖・

高分子糖

ペプチド・

アミノ酸類

〈
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（註）亜臨界水技術は、自然界での嫌気性菌群の有機酸生成反応を物理化学的に行う ５

（3-1）メタン発酵との整合性～燃焼技術VS亜臨界水技術

【燃焼技術】 有機物を炭酸ガスと水

に転換／メタン発酵との整合性はない。

【亜臨界水技術】
高温・高圧の水蒸気下で生じる還元反

応を利用。有機物（高分子化合物）を段

階的に低分子化。→温度・圧力条件に

より効率的に有機酸（酢酸・蟻酸）を生

成→メタン菌の栄養塩を得る先端技術。
繊
維
質

（1）「亜臨界水技術」組込み型メタン発酵の研究開発は・・・・先端的！

（2）従来技術では難分解性と考えられてきた木くずなのだが・・・・！

（3-2）亜臨界水技術が発揮する木くずの高速分解処理機能

（1）原材料の木くず
木くずをオガ屑状に裁断しても、セ
ルロース類をリグニン層が包込む
構造はそのまま →低分子化し難い。

（2）軽度の亜臨界水処理
リグニン層が壊れ、内部のセルロースが露出し、糖化。
→甘酸っぱい香りの良質な畜産用粗飼料に換る。
［林業試験場等における既往の研究成果からも支持される］

（3）重めの亜臨界水処理
露出した内部のセルロース
の加水分解が進み、最終的
に極低分子の有機酸へ転換
される →メタン菌の栄養塩

【右図】

木材の細胞壁

構造モデル

芳香族の巨大有機化合物

グルコース（ブドウ糖）の直鎖状分子鎖
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木くずをオガ屑状に裁断しても、セ
ルロース類をリグニン層が包込む
構造はそのまま →低分子化し難い。

（2）軽度の亜臨界水処理
リグニン層が壊れ、内部のセルロースが露出し、糖化。
→甘酸っぱい香りの良質な畜産用粗飼料に換る。
［林業試験場等における既往の研究成果からも支持される］

（3）重めの亜臨界水処理
露出した内部のセルロース
の加水分解が進み、最終的
に極低分子の有機酸へ転換
される →メタン菌の栄養塩
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リグニン層
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セルロース類（60-75%）

有機酸

セルロース類
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【従来技術では難分解性と考えられてきた木くずなのだが・・・！

■有機物の加水分解とメタン発酵の関係
【燃焼技術】
･有機物を燃焼し、酸化反応によって炭酸ガスと水に転換する。
重量比で20%程度の残灰が生じるが、土壌改良材以外には
再利用することが難しく、かつメタン発酵とも全くなじまない。

【亜臨界水技術】
・当該技術は、高温・高圧の水蒸気の持つ強い加水分解力を
利用し、高分子化合物である有機物を高速で低分子化する
ことができる有効な技術である。（下図参照）

・温度と圧力条件を調整すれば、低分子化された有機物から、
さらにメタン菌の栄養塩となる「有機酸」（酢酸・蟻酸）を短時
間で生成することも可能である。

■難分解性の木くずの亜臨界水処理効果
･木くずは、特に自立エネルギーの必要性が大きい振興山村
地域等で入手しやすいイオマスである。しかし、組織構造上、
リグニン層とセルロース類を解離することが難しい。（製紙工
程では、アルカリ材を投入し化学的な解繊を行っている。）

・木くずを亜臨界水処理すると、下図に示すように、
（1）処置時間15分前後の軽度な処理では、リグニン層が壊
れ、内部のセルロースが露出するとともに、一部が糖化して
牛の嗜好性が高い粗飼料に生まれ変わる。

（2）処理時間20分以上の重度な処理では、糖化したセルロ
ースがさらに有機酸に変わり、メタン発酵に適した原料となる。
一方で、残存するセルロースからは、セルロースナノファイバ
ー（CNF）の素材が得られる可能性が出てくる。

2. 牛糞や木くず等の難分解性バイオマスからの自立エネルギー創製に向けて

バイオガス発生量
の増加 （左図）亜臨界水処理効果例

下水汚泥のメタン醗酵の前処
理に亜臨界水処理を組み入
れることによって、加水分解が
短時間で完了する。

この結果、汚泥中の有機物が
メタン菌が消化しやすい有機
酸に転換され、180℃の温度

条件バイオガスの発生量が
50%程度増えることが明らか
にされている。［#3参照］



1. 都市ごみ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類混合）や医療廃棄物の適正処理

-

:

亜臨界水技術が支える地域の環境産業（5）

亜臨界水技術の様々な応用可能性
Various Applications possibly realized by Subcritical Water Technology  

■燃焼技術や埋立て投棄方式に代わる革新技術とは
【燃焼技術】
･当該技術は、バイオマス廃棄物を燃焼し、二酸化炭素と水
に転換するとともに、重量比20%程度の残灰に転換し、衛
生的に埋立て処分する方法である。

・しかし、当焼却技術は資源循環になじみにくく、埋立て処分
地の確保が不可避である。生ごみ中の塩分が原因で発生
する有害なダイオキシン等の除去対策にコストもかかる。

【埋立投棄方式】
・アジア諸国は、経済成長を背景として急増する廃棄物に対
処するため、殆どが安価な埋立て投棄方式に依存している。

・廃棄物が増加するに伴い、投棄地の多くは郊外へと遠隔立
地する一方、その周辺はスラム化しやすく、浸出水による水
質汚染や悪臭などの環境問題がそれに付随して生起する。

【両者の中間的な革新技術】
・このため、私どもは、焼却技術と同レベルの衛生的処理が可
能で、コスト的にも焼却技術と埋立て投棄方式の中間にあり、
これらを代替しうるものとして、亜臨界水技術を推奨する、

2. 木質材からのセルロースナノファーバー（CNF）素材の創製に向けて

■亜臨界水技術による都市ごみや医療廃棄物の適正処理
【上海市における都市ごみ・医療廃棄物の処理実証実験成果＿上図参照】
・当該実証実験から明らかになった点を列挙すると、次の通りである。
（1）プラスチック類や割箸等の雑芥は生ごみとともにほぼ完全に加水分解される（☛200℃・15気圧＠処理時間60分），
（2）亜臨界水処理生成物は細胞壁が壊れ通気性が良く、短時間に自然乾燥して有機肥料として有用な素材となる，
（3）処理時間を短く取ると、加水分解は完全ではないが、プラスチック類は破砕されて液体となり、減容化される，
（4）亜臨界水技術は、コストも焼却技術の1/5程度で済む。☛アジア諸国の膨大な都市ごみの適正処理に向いている，
（5）加えて、亜臨界水処理することによる医療廃棄物の高温高圧滅菌／減容化ニーズは、国内外とも大きいと判断される。

【具体化できたモデル事業】
・マレーシア・パゴー研究学園都市における都市ごみの適正処理モデルプロジェクト（2016.08稼働開始予定）
・国内の病院からの医療廃棄物の高温高圧滅菌・減量化モデルプロジェクト（広島県による産業廃棄物処理業許可済み）

白樺チップ材の亜臨界水処理（処理物の比較）

・原材料の白樺チップ材の亜臨界水処理条件
（左端）原材料の白樺チップ材
（中央）温度130℃・15気圧@処理時間は10分後の処理物
（右端）温度130℃・15気圧@処理時間は15分後の処理物

・これ以上処理時間を長くすると、処理物が柔らかくなりすぎ、
糖化は進むが、和牛の粗飼料には向かない結果となる。

白樺チップ材の亜臨界水処理（処理物の比較）

・原材料の白樺チップ材の亜臨界水処理条件
（左端）原材料の白樺チップ材
（中央）温度130℃・15気圧@処理時間は10分後の処理物
（右端）温度130℃・15気圧@処理時間は15分後の処理物

・これ以上処理時間を長くすると、処理物が柔らかくなりすぎ、
糖化は進むが、和牛の粗飼料には向かない結果となる。

白樺チップ材の亜臨界水処理（処理物の比較）

・原材料の白樺チップ材の亜臨界水処理条件
（左端）原材料の白樺チップ材
（中央）温度130℃・15気圧@処理時間は10分後の処理物
（右端）温度130℃・15気圧@処理時間は15分後の処理物

・これ以上処理時間を長くすると、処理物が柔らかくなりすぎ、
糖化は進むが、和牛の粗飼料には向かない結果となる。

■
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材
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間
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分
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同
15
分

○白樺ﾁｯﾌﾟ材亜臨界水処理

-

[参考資料-3] ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混合ごみ・医療廃棄物処理（上海実証実験）

既往の埋立て投棄方式

・混合都市ごみ埋立て投棄

方式に限界

（遠隔立地・非持続性）

・医療廃棄物の高コスト

焼却処理の問題

プラスチック類混合
都市ごみ
医療廃棄物の実証実験

亜臨界水技術の適用

【衛生的処理・資源循環】

○滅菌・ウイルス不活性化

○プラスチック類分解・減容化
（医療廃棄物にも向く）

【典型的な埋立て投棄地】

実証実験プラント 一次成品（取り出し）

二次成品（自然乾燥）

二次成品（自然乾燥）

○都市ごみ・医療廃棄物の亜臨界水処理実証実験（上海市）

■亜臨界水技術による効率的な木質材解繊・脱リグニンの可能性
【亜臨界水技術による牛の粗飼料実証実験成果】
・亜臨界水反応装置（実機）を用い、白樺チップ材から肉牛の粗飼料生産実証実験を行った成果から
明らかになったことは、次の通りである。（右の写真参照）
基本的な処理条件
温度180℃・圧力12気圧を共通の処理条件とする。この温度圧力条件のもとで、10分，15分，20分
の三つの反応時間を設定し、白樺チップ材を亜臨界水処理する。
（1）反応時間10分☛解繊は十分でなく、チップの形状が概ね残存する。（牛の粗飼料には向かない）
（2）反応時間15分☛チップの形状が崩れ、粗粒子化と細粒子が混在する。（牛の粗飼料に最適）
（3）反応時間20分☛チップの形状が相当崩れ、粗粒子主体となる。（牛の粗飼料には向かない）
（4）20分以上の反応時間☛チップの解繊，リグノセルロース化が進むと推定される。

リグノセルロースからセルロースを分離するための実証実験は、今後の研究開発課題となる。
【亜臨界水技術による木質材解繊・脱リグニン研究成果】

主要な文献検索結果（現段階で把握できた範囲）
（1）産総研・石黒：粉砕木粉にアルカリを添加／基本的な水熱処理＠150℃☛ヘミセルロース加水分解・効率的なナノ解繊

が可能。よって、製紙用解繊の前処理として有用。
（2）京都大学・坂：ブナ材粉砕木粉にフェノール添加／亜臨界水処理・270℃・18気圧＠3分☛リグニンの選択的液化が可能
（3）京都大学・高岡：ブナ材粉砕木粉を脱脂／二段階亜臨界水処理・230-270℃・100気圧☛リグニンの液化が可能となる。



亜臨界水技術が支える地域の環境産業（6）

亜臨界水技術を基軸とする（仮称）ふるさと産業革命
Region-based Industrial Revolution supported by Subcritical Water Technology

❷ふるさと産業革命の全体構成（提案） 資料②

性を保つ。

THE HOME INDUSTRIAL REVOLUTION

亜臨界
装置

スマート
サール

【原材料＝バイオマス系廃棄物】
生ごみ・食品残滓・家畜糞・下水汚泥・
医療系廃棄物・プラスチック混合物等

【原材料＝カーボン系廃棄物】
地域における各種の未利用木質材
（放置林・間伐材・製材所木くず等）

【資源循環の実現】
○高コスト焼却技術

の転換
〇海外技術輸出

（埋立投棄の転換）

【高収益型農業の実現】
○有機農業・無農薬環境農業
○再生可能エネルギー

【林・畜産業連携】
○飼料自給率アップ・
〇経営基盤の安定化

【地方創生・雇用確保】
○高付加価値型新素材

生産拠点

【ふるさと産業革命】

カーボンバレー構想

【エンジン役の技術】
亜臨界水反応装置

【産学連携】
事業化推進ネット

キノコ菌床

生産事業
高機能性
堆肥生産

事業

高効率
メタン発酵

（発電）

資源循環
食ループ

形成

ﾅﾉｾﾙﾛｰｽ
ﾌｧｲﾊﾞｰ

（NCF生産）

高質
木質飼料
生産事業

バイオマス系 カーボン系

7

亜臨界水反応装置の基本構成と応用分野
Basic Composition and Application Field of Innovative Subcritical Water Reactor 

(1) ボイラー
（標準品）

(2) 反応槽
（圧力容器）

(4) 取出口

(3) 投入口

(5) 攪拌機(6) 制御盤

亜臨界水反応装置

【バッチ式／容量2m3実機】

■亜臨界水技術の実用化（バッチ式）
【基本反応条件：200℃・20気圧】
・地方の産業創生に有用な技術（バイオマス廃棄物の資源循環産業，未利用材活用産業，有害物の無害化・適正処理等）

・装置構成を超簡素化： 燃焼工程が一切なく、排ガス対策が不要，ゆえに低コスト化が可能である。

・構成要素： (1) 水蒸気をつくり反応槽に送り込むボイラー，(2) 水蒸気を貯めて亜臨界水領域をつくる反応槽（一種圧力容器

(3) 投入口と(4) 取出口（ボールバルブ付き），(5) 反応を均一化するための攪拌機，(6) 制御盤

１．亜臨界水反応装置の基本構成

■国内外特許取得／申請状況
特許権者： G8  International Trading ㈱

☛ http://g8inter.co.jp/

日本国内特許：第3089543号

国際出願：第PCT/JP2005/009728号

国際特許取得済国（登録番号） 登録年月

日 本 （第4864884号） 2011年11月
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2. 亜臨界水反応装置（バッチ式）の幅広い活用分野：資源循環から有害物の適正処理まで

○生ごみ，食品加工残滓，農林水産業残滓
〇下水汚泥，家畜糞尿，地域の未利用材
○医療廃棄物
（ﾌﾟﾗｽチック類や重金属混入物も可能）

有機質廃棄物の資源化プロセス～亜臨界水反応装置の活用～

装置構成を徹底簡素化／低コスト化

亜臨界水技術特性（高温・高圧水蒸気）

・温度: 100～2000゜C／圧力: 10～20気圧

・処理時間: 5分～60分

装置の高機能性

・強い加水分解力（高分子有機物を低分子化）

・高い溶媒力（有機物中の油類を高速抽出）

・安全性（殺菌，抗生物質や化学物質を分解）

・燃焼工程を一切含まず，環境対策コスト削減

■装置の運転操作条件

■生ごみ高速分解（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類混入） ■魚残滓から魚油を抽出

【少ない消費エネルギー】

・重油20-30ℓ，電力10-20kWh／1バッチ

資
源
化
促
進

■木質材を牛の粗飼料化

■多様なバイオマスに適用可能

ﾘｸﾞﾆﾝ層を
破壊，ｾﾙ
ﾛｰｽを露出

投入ホッパー

亜臨界水技術のバイオマス廃棄物・資源循環への優れた適性

原材料（各種バイオマス廃棄物）
○高速加水分解処理，低分子化

○病原菌を殺菌，ウイルスを不活性化

○有害物を無害化

亜臨界水反応操作条件（高温・高圧）

○装置内温度: 100゜～200゜C

○装置内圧力: 約1～2Mpa（10-20気圧）
○処理時間: 15min～1hr

○処理方法：攪拌破砕，殺菌，重金属固化

処理品の特徴
○高分子を低分子化，細胞壁を完全破砕

○自然乾燥で水分20%以下（取り扱い容易）

○無菌，抗生物質を分解，高質堆肥を供給

○廃液が少なく，環境保全コストが少ない。

装置は軽便,

簡単な操作

（温度，圧力

処理時間）
生ごみ（プラスチック類混入）

処理製品は

無菌・無害

粉末状

（ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ容易）

M

取出口

圧力容器
2m3～6m3

生ごみ（魚あら混入）

撹拌装置
ボイラー

水蒸気投入

多様なバイオマス廃棄物に適応可能

○生ごみ，食品残滓，○下水汚泥
○農業残渣，○木質廃棄物
○医療廃棄物（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ含む）

地
域
の
環
境
産
業
を
支
え
る
エ
ン
ジ
ン
役

エンジン役としての亜臨界水装置の特性

【総合的な地域資源活用拠点】
雇用確保／暮らしの安全保障

■（仮称）ふるさと産業革命が目指すもの
【統合的な事業体系】

・本提案は、地域に潜在する各種の未利用資源に着眼し、従来の行政の枠組みを超えて相互に連携する形で、高付加価値型
の資源循環産業を立ち上げることである。これにより、わが国の地方自治体が陥る負の連鎖から抜け出し、真に豊かな地域
像をつくることが、この（仮称）ふるさと産業革命の目論見である。［#1,2参照］

・具体的な方策は、以下の通りである。（下図参照）
（1）地域の《バイオマス系》の有機質廃棄物と《カーボン系》の未利用木質材の二つの分野を統合し、経営資源面でむだが少

なく、効率性の高い資源循環産業を立ち上げる。そのなかで、中央大学研究開発機構は、産学連携の役割を担う。
（2）エンジン役のコア技術として、二つの分野に通じるマルチな機能を持つ「亜臨界水反応装置」を活用する。これにより、《バ

イオマス系》の生ごみや家畜糞、《カーボン系》の難分解性の木質材を原材料として、機能性堆肥生産や高効率メタン発酵・
発電事業と組み合わせる形で、良質な粗飼料生産事業を推進する。中長期的には、魚残渣や機能性藻類からの高級油脂
回収事業、木質系新素材のナノセルロースファイバー（NCF）製造事業にも視野を置き、研究開発を促進する。

（3）海外に向けては、特に途上国の膨大な都市ごみの資源循環と有機肥料活用による地球人口増加に伴う食糧需要への備
え、木質粗飼料供給によるタンパク質の確保など、様々な国際的な課題の解決に貢献する。

■地域の未利用資源活用（バイオマス系・カーボン系）による地域創生シナリオ
【地方創生の必要性と方向性】
・日本という国家は、極東（Far East）という形容詞が端的に物語るように、世界の中枢の欧米から見れば世界の孤島である。
ものづくりで稼いだ外貨を、海外から食糧やエネルギー資源を購入するのに使わざるを得ない。このように地勢的にも、地政
的にも、経済的にもいかにも脆弱に見える国が、戦後半世紀余りの間に世界第三位の経済力を持つ文明国家の地位を築け
たのは、ひとえに積み上げたインフラストックと「もったいない」に象徴される勤勉な国民性によるものではなかろうか。しかし、
これからの四半世紀を見通せば、いくつかの面でそのような国家の骨組みが大きく揺らごうとしている。

・特に懸念されるのは、グローバル経済と相まち、①地方からの向上の急速な海外移転と雇用減少，②付随する人口縮減の
問題である。これらの問題は、さらに③土地（農地と宅地）の過剰と荒廃、④インフラストックや建築物の過剰と老朽化に波及
し、⑤高齢化に伴う医療会議費の増高と若年層の負担増と地方の行財政の悪化をも招いている。

・我が国の存続基盤がこのように大きく揺らぎ始めたいまこそ、内閣府地方再生本部が「まち・ひと・しごと」の創生総合戦略を
打ち出したように、地域内発型の産業創出による雇用確保と暮らしの安全保障が最重点課題となる。



1. ポスト除染：亜臨界水技術が描く豊かな地域の「近未来像」の実現に向けて

2. 先行事業モデル（例示）
【エンジン役の亜臨界水技術】

■地域資源循環ビジネスモデル

・私どものチームは、当技術が持つ高

機能性を活かし、新分野の環境ビジネ

ス開拓や起業を支援するとともに、今

後の被災地再生に貢献する所存です。

■（上図）木質粗飼料生産ビジネスモデル

北海道北見市にて飼養実証実験実施済み

・処理時間わずか15分、未利用材から肉牛向けの良

質な「新木質粗飼料」を生産することができます。

・生産コストは3.5-4万円/トン（輸入価格のほぼ半額）

■（左図）機能性堆肥生産ビジネスモデル

台湾・宜蘭県にて事業立ち上げ／2009年より稼働中

・家畜糞等から「高機能性堆肥」を生産できます。

・地元での取引額は2万円/トン以上の高価格です。

微生物農薬効果

既往の処理方法

埋立て投棄等処理

（禁止）

地域の有機質廃棄物
・鶏糞，
・食品残滓

（2m3 圧力容器）

亜臨界水反応
処理

（高速加水分解）

機能性堆肥販売

二次成品（放線菌発酵）

（2-1） 家畜糞尿（鶏糞）資源循環ビジネスモデル（台湾・宜蘭県）
飛鴻有限公司/2009起業

放線菌発酵
発酵温度: 60℃
処理時間: 10 日

【民間ビジネス】

日最大処理量:
20 ton/日 (6,000 ton/年)

一次成品（無菌）

亜臨界水技術が支える地域の環境産（7）

ポスト除染／中長期的な被災地再生を目指して
Post Decontamination: Toward Mid/Long Term Rehabilitation of Tohoku Region

安心・安全・健康
そして 美味しい❣

農産品の提供

林業活性化
そして

森林放棄地の整備

新商品の開発

（CNF素材等）

差し替え用生データ（4枚目）

【エンジン役】
亜臨界水技術

規格外品・未利用残渣

農 業

広葉樹・林地残材・竹材

林 業
下水汚泥・生ごみ等

居住地区

家畜排泄物

畜産業地
域
産
業
拠
点

持
続
的
な
成
長

生活系バイオマス
の活用

（バイオマスタウン）
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☛亜臨界水技術に関する問い合わせ先：
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〒254-0807 神奈川県平塚市代官町9-26Ｍ宮代会館2Ｆ

連絡先: TEL:0463(25)0969.  FAX:0463(24)2470

Email: info@g8inter.co.jp （担当：苑田貴彦）
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除染の決め手！
亜臨界水技術に基づくトータル除染システム（ご提案）

Proposal on Total Remediation System of Radioactive Contamination



亜臨界水技術に基づくトータル除染システム
Total Remediation System of Radioactive Contamination

■放射性汚染物質の「減容化・除染・格納貯蔵一貫システム」（ご提案）

中央大学研究開発機構チーム＋放射能対策先端システム技術協会

亜臨界水処理装置
中央大学研究開発機構チーム／G8インターナショナルトレーデイング株式会社

・除染対象の土壌や汚泥，木材等からセシウム等の放射性物質を高速解離。

・解離後の無害化された物質を資源利用し，地域再生に貢献します。

特殊吸着剤 CS-05・凝集剤スーパーナミット
放射能対策先端システム技術協会

・凝集剤（スーパーナミット）を添加撹拌後、凝集沈殿・濾過，放射性物質を捕捉。

高比重コンクリートＧコンboxによる格納貯蔵
放射能対策先端システム技術協会

・酸化鉄鉱石や高鉄分含有スラグを含むGコンによって、放射線を高度被覆。

１

2

3

膨大な汚染収集物
（2800万m3超）

広大な施設用地
（膨大な貯蔵コスト）

減容化は必須

減容化工程

焼却施設

飛灰・スラグ

最終処分工程

【GコンBOX】
（標準タイプ2.2m3）

【移送】

仮置き
【フレコン】

劣化・破袋間近

除染・減容化・貯蔵一貫システム（ご提案）

【地上貯蔵施設】
10万Bq/kgを超廃棄物

安全対策
地下水等汚染防止
飛散防止，風水害による流出防止

（イメージ図）

＊環境省HPより引用

中間貯蔵工程

管理点検廊

2

3

１

高速解離工程
（亜臨界水処理）

吸着処理工程

２

１



亜臨界水技術を活用した除染方法（２タイプ）
Radioactive Decontamination Methods by Subcritical Water Technology

■放射性物質の除染方法（その1）：高速解離法

・低温・低圧の「オートクレーブ処理」（110℃・1.2気圧）の場合、希硫酸や希硝酸を添加すること

によって、20-30%の解離が可能です。 （実験協力：共和化工㈱）

・亜臨界水領域の水蒸気のもとで、その強力な分解力により、土壌等の固形物からセシウムなど

の放射性物質の90％解離を実現します。

■亜臨界水技術のマルチな機能と有用性

■放射性物質の除染（その2）：無害化・固定法（国際特許取得）

・亜臨界水領域の水蒸気の水酸イオンによって

形成されるガラス状の「トバモライト結晶」中に、

2価陽イオンの放射性物質を封入、固定します。

・鉛やカドミウムなどの2価の重金属イオンを含む

下水道汚泥処理で実証ずみです。

＿＿このためストロンチウム等の放射性物質の

固定化も可能です。

結晶成長

シリカ（SiO2）

土粒子内部

Siイオン
Cr

Pb

Cr

Cr

Pb

Pb

トバモライト
結晶層

表面
反応層

添加剤

石灰(CaO)

Caイオン Crイオン

Pbイオン

（6Sio2+5CaO+5H2O→5CaO・6SiO2・5H2O）

汚染土壌

トバモライト結晶構造モデル図

亜臨界水技術ができることとは？
バイオマス資源循環から有害物質の無害化・適正処理まで

新木質粗飼料

家畜糞尿・生ごみ等
有用菌活用
（放線菌発酵）

バッチ式
亜臨界水反応装置

（圧力容器）

基本操作条件

○100-200℃，10-20気圧 （運転時間： 10-60分/バッチ）

○消費エネルギー：重油：20-30ℓ，電力10-20kWh/バッチ

■放射性物質
高速解離・
無害化

【地域再生】

新キノコ菌床

土壌改良材

吸着・スラッジ（格納貯蔵）

機能性堆肥

放射性物質
高速解離

汚染土壌
水蒸気送出

投入ホッパー

殆どの未利用バイオマス廃棄物が対象
（プラスチックや重金属混入も対応可）

○農業残渣
○木質系残滓
○廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
○廃ﾋﾞﾆｰﾙ

○下水汚泥
○生ごみ
○家畜糞尿

亜臨界水反応装置による有機質廃棄物の資源化（低コスト・無害）

原材料（各種バイオマス廃棄物）

亜臨界水反応操作条件
Condition of Reaction

飽和水蒸気圧反応（加水分解反応）
○装置内温度: 150゜C～230゜C

○装置内圧力: 約1～2Mpa（10-20気圧）
○処理時間: 15min～1hr

○処理方法：攪拌破砕，殺菌，重金属固化

処理品の特徴
○高分子を低分子化，細胞壁を完全破砕
○自然乾燥で水分20%以下（取り扱い容易）
○無菌，抗生物質を分解，高質堆肥を供給
○廃液が少なく，環境保全コストが少ない。

基 本 操 作

生ごみ（プラスチック類混入）

M

取り出し口

圧力容器
2m3～6m3

生ごみ（魚アラ混入）

処理物の特徴
①粉末状
②無菌・無害化
③高機能性

資源化が容易
①高質堆肥製造
②高質飼料製造
②ﾒﾀﾝ発酵促進

攪拌機
(ﾓｰﾀｰ)

ボ
イ
ラ
ー

汚染木材

非汚染木材
（間伐材）

■各種有機物



2. 放射性物質の除染（その1）
■高速解離法

・亜臨界水領域の水蒸気の強力な分解力によ

り、セシウムなどの放射性物質を土壌等の固

形物から高速解離することが期待されます。

・低温・低圧の「オートクレーブ処理」（110℃・

1.2気圧・溶出時間6時間）によっても、下水汚

泥に希硫酸や硝酸を加えることで、20-30%の

解離が可能であることがわかっています。

（実験協力：共和化工㈱）

オートクレーブ処理によるセシウム解離（実験結果）

酸添加条件 解離率 溶出時間

5.0% 硫酸 23.2% 6時間（固液比=1:10）

7.5% 硫酸 34.2% 〃

7.5% 硝酸 30.0% 〃

処理対象物：炭化下水汚泥（セシウム含有濃度は8,400Bq/kg）
「下水等に含まれる放射性物質の湿式対策に係る業務」報告書（国交省）抜粋

3. 放射性物質の除染（その2）
■無害化・固定法（国際特許取得）

・亜臨界水領域の水蒸気の水酸イオンにより

シリカ成分とカルシウム成分から形成される

ガラス状の「トバモライト結晶」中に、土壌等

に含まれる放射性物質を封入・固定します。

・鉛やカドミウムなどの2価の重金属イオンを

含む下水道汚泥処理で実証ずみです。（この

ため、ストロンチウム等の除染も可能です）

結晶成長

シリカ（SiO2）

土粒子内部

Siイオン
Cr

Pb

Cr

Cr

Pb

Pb

トバモライト
結晶層

表面
反応層

添加剤

石灰(CaO)

Caイオン Crイオン

Pbイオン

（6Sio2+5CaO+5H2O→5CaO・6SiO2・5H2O）

汚染土壌

【亜臨界水反応装置（圧力槽）】

水蒸気取出口（二か所）

放射性物質の高速解離システム
■固液分離型装置の特長
・亜臨界水処理装置には、二か所の水蒸気取

出口を設けています。この取出口を通して、
土壌等の固形物から解離，水蒸気中に移行
した放射性物質を容易に抽出できます。

【下水汚泥中の重金属固化データ】

放射性物質の無害化・固定システム
■トバモライト結晶の高機能性
・トバモライト結晶構造は、土壌等の固形物中
にシリカ成分やカルシウム成分が不足する場
合には、もみ殻や消石灰を投入することで成
長が一層促進されます。

・上記の調整のもと、重金属類を含む下水汚泥
を処理した時の固化率データの一例を、下図
に示しています。

亜臨界水技術による放射性物質の高速解離システム（解説）

亜臨界水技術による放射性物質の無害化・固化システム（解説）



亜臨界水技術の特性，装置の標準仕様
Characteristics of Innovative Subcritical Water Technology

【亜臨界水領域の高温・高圧水蒸気の活用 ～基本反応条件：100-200℃・10-20気圧】

・酸・アルカリ添加・混合反応によるイオン交換で、セシウムなど放射性物質を「高速解離」します。
・バイオマスを「高速加水分解」，資源循環ビジネスを促進します。（機能性堆肥・新木質飼料等）

■亜臨界水反応装置の特性

■実証実験をお受けいたします

■実証実験機所在地：

㈱森鉄工所／神奈県綾瀬市（吉岡工業団地）

■圧力容器： 2m3反応槽・プロトタイプ

1バッチ＠約1時間（1日3回程度の実験可能）

■連絡先：

G8 International Trading株式会社

（担当・苑田貴彦／電話：046-321-0598）

【左写真】
白樺チップから、和牛
向けの良質な新木質
粗飼料生産実証実験

亜臨界水領域の高温・高圧水蒸気を活用

■日米中韓など6か国で国外特許取得済み／

ボイラー
（標準品）

反応槽【バッチ式】

圧力容器2m3タイプ
処理物取出口

攪拌機
制御盤

■汚染土壌／汚染木材中の放射性物質を高速解離，高効率除染

原材料投入口

■亜臨界水反応装置の標準仕様

装置を徹底簡素化・低コスト化 【2m3タイプ】

■ボイラー

（1）圧力：最高 20kg/cm2 （温度205℃）

（2）相当蒸発量: 1,000kg/h

（3）電源: AC200V， （4）軟水装置等付属機器

■反応槽（圧力容器）

（1）内容量: 横型, 2.37m3（ドラム缶約10本分）

（2）直径: 小径φ650mm～大径φ1,170mm

（3）缶長: 3,200mm（ステンレス製SUS304）

（4）内部圧力: 最高 20kg/cm2

（5） 投入口・取出口: 電動ボールバルブ300A

■攪拌機 駆動モータ: 10kW（200V）＠ 30rpm

■寸法：W 7.6m＠B 2m＠H 3.7m／重量：8トン


