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1. はじめに 

翻れば、日本という国は Far East，極東という形容詞

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えない。こ

のように、地勢的にも、地政的にも、また経済的にもいか

にも脆弱に見える日本という国家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、一体なぜなのか。筆者らは、その理由は、ひとえに国

民の質的な優秀さ、とりわけ資源小国だからこその節約意

識（もったいない）による精神的な下支えのもと、高効率

の資源・エネルギー構造を創ってきた積年のインフラスト

ックに拠るものではないかと考えている。 

しかし、これからの四半世紀先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。

なかでも特に懸念されるのは、経済のグローバル化と相ま

って、①地方からの工場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。この問題は、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

過剰と老朽化の問題に波及し、④更に高齢化に伴う医療介

護費の増加と若年層の負担増、地方の行財政悪化を招いて

いることである 1)。 

①②の関連では、国立社会保障・人口問題研究所の人口

予測値に拠ると、総人口は 2010 年から 2040年の間に、1

億 2,800 万人から 1 億 700 万人へ 2,100 万人，16%も縮小

する。年代別では、高齢世代（65 歳以上）は 1,700 万人，

40％の増加に対し、生産年齢の現役世代（15～64 歳）が

2,300万人，9％もの減少となる。過疎化に伴う限界集落の

問題が問われたのは 1990年代からであるが、2000年代に

は、消滅自治体問題にまで深化し始めている 2）。（図－１

の 2040 年の消滅自治体（20-39 歳の女性が 50%以上減る

自治体）の分布図参照）。 このことは、安倍内閣の下、地

方創生や構造改革の必要性が叫ばれる由縁でもあるが、地

域で人々が安心して暮らしていけるからこそ、地域を防衛

する意味があるといえるのではないだろうか。 

これに対して、③④の関連では、国土交通省の土地基本

統計に拠ると、1963年から 2013年までの間、全国の空き

家率は 2%から 14%に 7 倍、空き家数は 50 万軒から 800

万軒まで 16倍も増加している。また、農林水産省の統計

に拠ると、全国の未利用農地（耕作放棄地）は、2015年現

在、富山県の面積に相当する約 42.4万 haに達し、耕作地

全体の凡そ 9.4%を占める。農業人口も 200 万人割れ寸前

に追い込まれ、担い手自身も高齢化している。TPP締結後

の農畜産物に係る関税撤廃の可能性に対し、その影響の抑

止方策が急務とされる状況にある。 

以上、わが国の国家としての存続基盤が大きく揺らごう

とするいまこそ腰を据え、従来型の「高速道路等インフラ

整備と工業団地開発～企業誘致による雇用確保」に代わる

地方創生シナリオを考案する必要がある。そのためのひと

つの試案として、本稿では、亜臨界水技術を活用した「資

源循環利用産業モデル」に関する事例分析を行い、それに

よる地域活性化の可能性について検証する。 

図－１ 我が国における消滅自治体分布図 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCdoHZJWZzwAvxmU3uV7/SIG=12e9uqk3a/EXP=1452502760/**http:/ironna.jp/file/0ee94f4ecce02b97c965a13edabeb8cc.JPG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCdoHZJWZzwAvxmU3uV7/SIG=12e9uqk3a/EXP=1452502760/**http:/ironna.jp/file/0ee94f4ecce02b97c965a13edabeb8cc.JPG


2. 研究の構成 

 本研究の全体構成は、図－２に示す通りである。 

2-1 研究仮説 

わが日本列島には、云うまでもなく津波や洪水等の自然

災害リスクに加え、地政的なリスクが潜在する。なかでも

これらのリスクに脆弱なのは、国土面積の凡そ半分を占め

る山村振興法の指定市町村のほか、離島振興法が定める有

人離島 258 カ所（沖縄振興特別措置法の対象とされる有

人離島49箇カ所を含む）が想定される 3）。 

 これらの地域では、早い段階から高齢化や若年層の域外

転出が進行し、地域活性化策が特段に必要とされている。

エネルギーの安定確保や飼料の自給率改善が希求される

地域でもある。加えて、近年の人口減少の影響に伴い、上

下水道インフラの料金収入も減り、それらの施設の適切な

維持管理すら困難な状況も顕在化している 4）。 

このような複合的な問題を抱える市町村に対して、近年

国土交通省や総務省から、既存の分散型集落の集約化や家

屋移転による市街地構造の再編策を促進するために、様々

な助成策が提示されている。また、地域創生本部は、2015

年度に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を定め、若者

30 万人分の雇用創出や若年層の子育て環境の整備を促進

するため、関連する拠点整備と地域連携に向けた強化策を

打ち出している 5）。 

 翻れば、これまで、地域の農林水産産品の多くは中央の

資本に買い上げられた後、付加価値付きの加工品を地域に

戻される構造にあった。地域収支は赤字で、それを公共土

木事業で埋め合わせる必要があった。このような構造を改

善するため、筆者らは、地域資源を活用した資源循環・資

源利用産業モデルに拠る地域活性化効果について分析す

る。 

ここでいう資源循環利用産業という観点から見ると、わ

が国では、先行事例として、2000 年より農林水産省が進

めてきた「バイオマスタウン構想」を見過ごすことはでき

ないであろう。本構想を発表した市町村は、2011 年まで

に全国で 286 カ所にも達するが、総務省の調査 6）に拠る

と、そのうちの 80%以上が十分な成果を上げるに到って

いない。また、その主な理由として、社会経済面では事業

採算性が取れないことや民間事業者が撤退したこと、技術

面では有効な利用技術が確立できていないことが各々指

摘されている。 

以上のことから、筆者らは、第一に、技術側面から、高

温高圧の亜臨界水領域の水蒸気を生かす「亜臨界水技術」

の技術原理に焦点を当て、各種のバイオマスに対する当該

技術の持つ高速加水分解機能の有用性についてまとめる。

そのうえで、社会経済側面から、当該技術を応用した資源

循環資源利用産業モデル事例を抽出し、収益性を含めた事

業の成立条件に関する分析を行うとともに、地域活性化効

果について考察することとする。 

 

2-2 研究の方法 

 上記の研究仮説のもとで、第一に、地域資源の循環利用

に係る主要なコア技術として、亜臨界水技術（バッチ式），

同（連続式）及び蒸煮技術の三つのタイプの技術を比較す

る。それにより、亜臨界水技術（バッチ式）が最も合理的

であることを明らかにする。 

第二に、当亜臨界水技術（バッチ式）の機能性の中核を

なす高速加水分解力に係る技術原理を、超臨界水技術との

対比視点から明らかにする。 

第三に、当亜臨界水技術（バッチ式）を生かした資源循

環。資源利用モデル事例を抽出し、資源循環利用産業とし

ての収益性を分析するとともに、地域活性化策としての応

用性や有用性について検証する。具体的には、マテリアル

リサイクル（高機能堆肥生産や高質飼料生産等）及びサー

マルリサイクル（高効率メタン醗酵・発電）の二分野に係

るモデル事例を対象として分析を行う。 

第四に、これらの資源循環利用産業に基づく地域活性化

方策を、次の二つの政策的な観点から検討する。  

①従来の行政的な所管の壁を超える総合的な資源化利

用の観点から、バイオマスの種別に拘ることなく、家畜糞

等の農畜産業廃棄物や食品加工残滓（農林水産省所管），

未利用木質材（林野庁所轄），生ごみ（環境省所管），下水

汚泥（国土交通省所管）等を包括的に取り扱う新たな事業

の枠組みに関して検討する。これに拠って、事業経営の改

善を図り、事業の立ち上げを促進する。 

②自衛隊の基地を含む地域全体の自立的な食料・エネル

ギーを確保する観点から、必要となる資源循環利用拠点の

整備方策に関して検討する。これに拠って、雇用を確保し

て、人口縮減を抑止し、有事にも抗堪性の高い強靭な地域

づくりを実現する。 

 最後に、以上の研究成果をもとに、革新的な亜臨界水技

術を生かした地域の資源循環利用モデルの社会実装に向

けた諸課題を抽出することとしたい。 

図－２ 研究の全体構成と方法 

研究の体系

（4）地域活性化の可能性、まとめと今後の課題
〇総合的な資源化利用拠点からのアプローチ
〇基地を含む地域全体の抗堪性強化からのアプローチ
〇まとめと今後の課題

（1）研究仮説
○地域における地域活性化ニーズ及び方策
（対象：自然災害等リスクに脆弱な振興山村，有人離島等）
○地域資源利用型産業の必要性，可能性

（3）亜臨界水技術（バッチ式）の機能性・応用性
〇機能性（技術原理）
〇応用性（資源循環・資源利用モデル）

・マテリアルリサイクル（機能性堆肥生産・高質飼料生産）
・サーマルリサイクル（高効率メタン醗酵・発電）

（2）地域資源活用コア技術の比較・選択
〇蒸煮装置
〇亜臨界水装置（連続式）

〇亜臨界水装置（バッチ式）



3．バイオマスの資源化利用に係るコア技術の選択と比較 

3-1 コア技術の選択 

わが国でバイオマスを処理するときに最も汎用性の高

い技術は、焼却処理である。焼却時に発生するダイオキシ

ンなどの有害ガス対策に相当のコストがかかるうえ、焼却

後の残灰には不純物が含まれることもあるため、資源循環

利用には元々なじみにくい技術である。 

そこで、本研究では以下、高温高圧の水蒸気を活用しバ

イオマスを低分子化して有用な資源に転換するコア技術

を三種類選択し、その機能性を比較・評価する。 

 （1）亜臨界水反応装置（バッチ式）   

当該装置の特徴は、図－３（上）に示す通り、ラグビー

ボール形状の圧力装置に攪拌機を備え、亜臨界水条件のも

とで（詳しくは次節で述べる）、液状や固形の幅広い性質

のバイオマスを圧力装置内で安定的に高速加水分解処理

することである。これにより、通常の堆肥化装置では長時

間かかる処理時間が大幅に短縮され、資源循環を促進でき

る。日本のメーカが既に商用化に成功し、日米中韓など 6

か国で国際特許を取得している 7)。（なお、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。） 

（2）亜臨界水反応装置（連続式） 

当該装置の特徴は、図－３（下）に示す通り、高温状態

の圧力管路にバイオマスを循環させる装置を備え、亜臨界

水条件のもとで、生下水汚泥など含水率が 95%以上の液状

バイオマスを連続的に短時間で加水分解処理することで

ある。これにより、バッチ式と同様に資源循環を促進でき

る。日本のメーカが商用化に成功し、国内特許を取得して

いる 8)。 

ただし、当該装置は固形のバイオマスに対しては元々適

用できないうえ、液状のバイオマスの場合も、管路の目詰

まりが起こりやすいことから、対策として生下水汚泥では

管内流速を 3m/秒程度に維持する必要がある。 

（3）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装置で

ある。病院廃棄物の滅菌処理やコンクリート養生などに幅

広く適用されてきた。ただし、圧力容器に攪拌機を備えて

いないので、圧力を高めても均一な加水分解効果を確保す 

るうえで制約が大きい技術である。 

  

3-2 亜臨界水の特徴～超臨界水との比較 9） 

  超臨界水とは、図－４に示すように、374℃以上・220

気圧以 上の超高温・高圧状態の水蒸気の物理化学的な状

態のことを指す。この超臨界水は、液体の水の密度のまま

大きな熱エネルギーを得て、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。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。ただし超

高温高圧条件に耐えるためプラチナ製など頑丈な圧力容

器が必要であることから、コスト的に実用化が難しい。 

 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。これによ

り、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に

変わる。（（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。）ただし、超臨界水

と異なり、酸化力は殆どなく、二酸化炭素まで分解される

ことはない。また、圧力容器もステンレス製であれば、実

用に十分供することができる。 

一方、温度の上昇とともに誘電率が小さくなり、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

の時、水は強力な有機溶媒の働きをし、有機物中の油を短

時間で 100%抽出するが、油の性質により、加水分解しな

い運転操作が求められる点には留意しなければならない。 

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

地
域
の
環
境
産
業
を
支
え
る
エ
ン
ジ
ン
役

○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

 

 

 

 

 

 

図－３ 亜臨界水反応

装置の基本構成 

（上）バッチ式 7） 

（下）連続式 8） 

 
図－４ 亜臨界水と超臨界水の温度・圧力条件 

反応装置 
（圧力管路） 

 

 

循環 
ポンプ 

 



3-3 コア技術の比較 

 本節では、高温高圧の水蒸気を活用する三種類のコア技

術の機能性について、有機物の加水分解機能（＝有機物を

低分子化し有効な物質に転換する機能）のほか、メタン発

酵及び堆肥化との整合性に関する比較視点を加味し、総合

的に評価する。その結果を一括して、表－１に示す。 

（1）メタン醗酵との整合性 

メタン発酵そのものは既知の技術で、下水道分野では 

大都市を中心に汚泥処理の有力な方法として実用化が進

められてきた経緯がある。 

亜臨界水反応装置とメタン醗酵との整合性に関しては、 

亜臨界水反応装置をメタン醗酵の前処理プロセスに置く

と、生成物が高速加水分解を受けるため、メタン発酵効率

がアップし、バイオガス発生量が増えることがわかってい

る。例えば、下水汚泥の場合、温度 180℃の亜臨界水処理

した下水汚泥のメタンガス発生量が最大となり、従来法

（亜臨界水処理なし）と比べたとき、図－５に示すように、

バイオガス発生量は 50％程度増えることが実験から示さ

れている 10）。 

亜臨界水反応装置の機能について、タイプ別にみると、

バッチ式は木くずや家畜糞などの固形のバイオマスを受

け入れることができるが、連続式は液体のバイオマスにし

か対応できない。従って、バッチ式のほうが連続式よりも

メタン醗酵との整合性が高い。蒸煮技術は、加水分解が不

十分であるため、メタン醗酵への整合性は低いと見られる。 

（2）堆肥化との整合性 

堆肥化そのものも既知の技術である。通常バイオマスを

好気性醗酵させ、有機物を低分子化して得られる生成物を

有機肥料として利用する。ただ、好気性醗酵時間は通常 1-

2か月程度掛かるので、用地確保が隘路となりやすい。 

亜臨界水反応装置（バッチ式）の場合、処理後の生成物

自体は無菌状態であるが、有機物を低分子化して得られた

生成物であるため、自然界に生息する放線菌が自然に繁殖

し、10日間程度放線菌醗酵が生じる。 

醗酵後の二次生成物は、微生物群叢を予備的にDNA解

析した結果、放線菌群を多量に含むことが認められる。こ

の結果、放線菌醗酵後の二次生成物は、土壌中の病害菌抑

止効果を持つ機能性堆肥に仕上がり、有機農業に有効であ

ることが経験上明らかにされている 11)。 

亜臨界水反応装置（連続式）の場合、生成物も液状であ

るので、堆肥化との整合性は低い。蒸煮技術の場合、加水

分解が不十分で、堆肥化との整合性は低いと見られる。 

以上のことから、亜臨界水反応装置（バッチ式）は、あ

らゆるバイオマスに汎用的で、かつ他の技術に比べて機能

的にも優れていると云うことができる。

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ 亜臨界水技術（バッチ式・連続式）と蒸煮技術に関する比較表 

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／圧力管路循環型）
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て、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

ことが可能。

△生汚泥等、液状の有機物に しか

対応できないことが欠点である。

△管路内の目詰まり防止対策が必

要である、（このため 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て、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おいてメタン

醗酵との整合性が高い。

△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

適用することができない。

△生汚泥等には整合性があるが、

難分解性の木くず等においてメタ

ン醗酵との整合性は低い。

堆肥化
との整合性

○機能性堆肥生産の実績あり

（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。

△機能性堆肥生産までの技術水準

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：G-8 International 
Trading㈱が、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
図－５ 亜臨界水処理に拠るバイオガス増量効果 



4. 亜臨界水技術に拠る資源循環利用産業モデル  

4-1 亜臨界水反応装置の技術特性及び運転操作性 

亜臨界水反応装置（バッチ式）は、前述の通り、多様な

バイオマスを幅広く受け入れることが可能であることに

加え、高速加水分解及び油分抽出に係る機能性に優れるこ

とから、地域の資源循環利用産業の原動力役となる技術と

して最も合理的であると考えられる。 

本節においては、以下、当該装置の技術特性及び運転操

作性を包括する形でまとめ、その要点を、巻末の補遺の図

－Ａで総括する。また、次節において、資源循環利用産業

の先端的なモデルに即して、事例分析を行う。 

（1）技術特性   

これまでに装置メーカが行った延べ 1700 回以上の実証

実験の経験から、本装置の汎用性が知られている。 

処理後の生成物は、高温高圧で処理されるので、安全で

ある。有害微生物やウイルスは各々殺菌もしくは不活性化

されるほか、抗生物質も分解されるので、機能性堆肥や高

質飼料生産の原材料としての要件を満たす。 

また、従来から難分解性物質とされてきた木質材のほか、

プラスチック混入都市ごみや医療廃棄物も強力な加水分

解力に拠って、資源化や減容化が可能となる。 

更に、重金属類を含む下水汚泥などを処理する際に、シ

リカ化合物を多く含むもみ殻などを投入することに拠り

重金属類をガラス質のトバモライト結晶構造に封じ込め

ることができ、無害化できることも知られている。 

これらの技術特性に関しては、装置メーカのホーム頁に

詳しい前掲8）。処理実証実験を行う場合は、同社が神奈川県

綾瀬市内の工業団地に置くモデルプラントを利用するこ

とが可能である。（ちなみに、このモデルプラントの圧力

容器の容積は 2m3 で、ワンバッチ当たりの使用時間は投

入から取出しまでトータルで 1 時間程度と見込まれる。

仮に１日当たり 8 時間/8 回転の運転とすれば、処理容量

16m3//日，処理対象物の比重が 0.5 の場合は重量ベースで

8トン/日と試算される。） 

(2)運転操作性 

当該亜臨界水反応装置（バッチ式）の中核を成すのは、

蒸気を製造し送出するためのボイラーと圧力容器（一種圧

力容器）の二つである。圧力容器には、バルでブ付きの処

理物の投入口と生成物の取出口が上下に付き、同容器内で

処理物を均一に攪拌する目的から電動の攪拌機を付設す

る。加えて、処理後の生成物の排出をスムーズに行うため、

容器形状をラグビーボール状としている。  

また、当該装置には燃焼工程が一切含まれず、排ガス対

策が不要であるため、装置構成は到って簡素である。従っ

て、イニシャルコストも、燃焼装置のそれと比べる数分の

一に抑えることが可能である。 

また、処理に要する投入エネルギーは、圧力容器 2m3の

場合、ワンバッチ当たり、ボイラー用の重油が 20-30ℓ、攪

拌機用に電力が 10-20kWhであるので、ランニングコスト

が燃焼装置のそれと比べて格段に小さくできる。 

加えて、可燃ごみから生ごみを発生源で分別すれば、可

燃ごみが減り、ごみ焼却プラントを小型化することができ

る。これによって、資源循環資源利用に係るシステム全体

の低コスト化も可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 亜臨界水反応装置（バッチ式）の応用可能性  

当該亜臨界水反応装置の応用可能性に関して、マテリア

ルリサイクル（高機能堆肥生産業や高質飼料生産業）及び

サーマルリサイクル（高効率メタン醗酵・発電）の二分野

に係るモデル事例を対象として分析を行う。 

以下、表－２に示す通り、各々から象徴的な資源循環・

資源利用産業モデルを一つずつ抽出し、産業として成立さ

せるために必要な条件について分析する。 

更に、このような個別の循環資源利用産業モデルを組み

合わせて産業複合体を形成すれば、事業効率性を高めるこ

とができる。これに拠り、従来は制約が大きかったバイオ

マスタウン構想（農林水産省）やビストロ下水道（国土交

通省）12）の事業化も視野に入れることができる。 

 

（1-1）高機能堆肥生産業モデル（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）前掲13） 

わが国では、有機農業と連携した資源循環産業が成功し

ている例は必ずしも多いとはいえない。それは、市場にお

ける有機農業産品の価値評価があまり高くないために、マ

テリアルリサイクルに向けた事業主体のインセンテイブ

が働きにくいわが国特有の社会経済環境が投影されてい

ると見られる。それ故に、亜臨界水技術の活用に加え、バ

イオマスタウン構想などの地域政策的な裏付けを得て初

期投資への公的助成金を投入して、当該事業の成立を促す

ことが、今後の地域活性化に向けた課題ではないかと考え

られる。 

以上のことから、本稿では、わが国が学ぶべきお手本と

して、台湾の民間資本、飛鴻有限公司が公的助成金なしで、

亜臨界水技術を導入して立ち上げた亜臨界水技術に拠る

資源循環産業モデルを抽出し、成立条件を分析する。 

表－２ 資源循環・資源利用産業モデル事例 
モデル事例表

分野 産業モデル

（1）マテリアル
リサイクル

（1-1）機能性堆肥生産モデル
【台湾・宜蘭県などで事業化】

・家畜糞尿や食品残滓

・亜臨界水処理物を放線菌醗酵，微生物農薬効果

・生成物を有機肥料として販売，高付加価値型有機

農業との連携支援

（1-2）高質飼料生産モデル
【北海道・北見市での和牛飼養実証事業】
・地域の未利用材活用（白樺チップ材）

・亜臨界水処理物を和牛に給餌・飼養実証実験

・輸入稲わらの代替飼料販売（安全かつ安価）

・地域資源循環型畜産業の収益性の確保

・ひいては、わが国の飼料自給率アップを支援

（2）サーマル
リサイクル

（2）高効率メタン醗酵・発電モデル
【沖縄県・石垣市での事業化検討】
・家畜糞尿やエネルギー作物などの活用

・亜臨界水 反応装置に拠る前処理，これによるメタン

醗酵の効率化（装置容量の削減，バイオガス増量）

・ひいては、地域の自立エネルギー確保を支援



事業の概要 

当資源循環産業モデルの立地は、台湾・宜蘭県で、同国

の首都台北に隣接する農業県である。近年、台湾における

有機農業や食の安全性への関心が高まり、有機農業に有効

な高機能性堆肥へのニーズが高いことが、事業の背景にあ

ると考えられる。 

この事業では、図－６に示すように、バッチ式の亜臨界

水反応装置（容量 2m3）二基を用い、食品残滓や鶏糞を日

量 20トン（年間 6千トン）受け入れている。処理生成物

は、10 日間ほど放線菌醗酵プロセスにかけ、最終的な生

成物を日量 15トン（年間 4千 500トン）、有機肥料として

国の機関による認定を得て農家に販売している。この有機

肥料は、ニラ栽培において連作障害抑止が可能となるなど

微生物農薬効果を持ち、農家から高く評価されている。 

このように、市場において生成物の高額での取引きが成

立する結果、事業採算性が確保されるという経済的な‘好

循環が生まれていると云える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の成立条件 

①技術即側面から見ると、亜臨界水技術に拠る処理物が

高速で加水分解を受け、窒素・リン・カリという植物の三

大栄養素を一般の堆肥と同程度含むと同時に、放線菌醗酵

に適した資材に転換されることがポイントである。 

放線菌醗酵後の最終生成品が微生物農薬効果（農薬を使

わないという意味でプロバイオテイクス効果とも呼ぶ）を

有する高機能堆肥として仕上がり、会社へのヒアリング調

査から、1トン当たり 2万円以上の高額で取引されている

ことが明らかになった。このことが、亜臨界水反応装置の

資金回収を可能とし、事業を成立させる要因となっている

と云える。 

②社会経済側面から見ると、上述のような有機農業を高

く評価する台湾の人々の食の健康や安全安心への意識の

高さや高い評価は、会社へのヒアリング調査と並行して、

台北で開催されていた食品展のブースを見学したときに

も感じられたことであるが、当該事業モデルを成立させて

いる大きな要因ではないかと考えられる。 

これは、‘医食同源’という中国人的人生観にも通じる価

値意識なのかもしれない。2014年には、中国・江蘇省にお

いて同様の資源循環産業モデルが、中国資本（運嘉科技集

団）によって立ち上げられた。 

幸い世界的に高まる和食への関心の高まり、更にはTPP

締結後の関税撤廃等の下での競争力のある農業への転換

が期待されるいま、台湾の当該資源循環産業モデルのあり

方から学ぶべき地域が多いのではないかと思料する。 

 

（1-2）未利用材からの高質飼料生産(ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ)13）  

わが国の食料自給率（エネルギーベース）は、高々40%

程度に過ぎない。このように食料の過半を外国に依存する

国は、欧米先進国には存在しない。例えば、オランダは九

州と同じ程度の面積しかない小国であるが、農産物の輸出

額では実に米国に次ぎ世界で二番目に大きい国である。 

このようにわが国の食料自給率を低めている主な原因

は、家畜類を多量に輸入した家畜用の飼料で飼養している

ためである。農林水産省の統計に拠ると、牛の飼料の場合、

稲わらや牧草などの粗飼料551万トン-TDNのうちの22%

を、トウモロコシや大豆粕などの濃厚飼料 1,978 万トン-

TDN のうちの 90%を各々輸入品に頼る構造にある（（註）

TDN＝総可消化成分のこと）。  

これに対して、国際的な飼料価格の高騰と高止まり、更

には円安傾向が畜産農家の経営を圧迫し、農林水産省の統

計を見るとわが国の畜産業は年々に衰退する傾向にある。

地域に賦存する地場資源を活用することで安価な国産飼

料を生産し、地域の畜産業を支えるとともに、自給率を向

上することは、大きな国家的課題であると云える。 

以上のことから、本稿では、地域の資源活用型畜産業を

支援する観点から、モデル事例として、バッチ式の亜臨界

水反応装置に拠る肉牛向けの新木質飼料生産実証事業を

選び、当実証事業モデルの概要を述べるとともに、将来的

な事業としての成立条件を明らかにすることとする。 

事業の概要 

当木質飼料生産に係る実証実験事業モデルの立地場所

は、北海道東部、オホーツク沿海域の北見市である。この

地域の主力産業は一次産業であり、なかでも畜産業は重要

な地位を占める。地域の未利用木質材を活用して、亜臨界

水技術を使い、低コストで高質粗飼料を生産することがで

きれば、将来の林畜産業の振興にとって大きな意味がある。 

この実証事業では、原料として地域で豊富に得られる白

樺のチップ材を選び、まず現地から原料を定期的に神奈川

県にある亜臨界水反応装置メーカの実証実験用プラント

（容量 2m3）に搬送する。次に処理後の生成物を現地に再

搬送し、協力関係にある中野牧場において黒毛和牛の成牛

17 頭に給餌する。そのうち 5 頭が従来型の稲わら給餌法

であり、12頭が新木質飼料給餌法に拠ることとした。 

ﾌﾟﾛﾊﾞｲｵﾃｲｸｽ農業
日最大処理量:
20 ton/日 (6,000 ton/年)

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

（高速加水分解力） 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

処理後の放線菌発酵

発酵温度: 60℃，処理時間: 10 日

【民間ビジネス】

図－６ 循環産業モデルの体系（台湾・宜蘭県） 

【補注】 
・事業主体：台湾資本（飛鴻有限公司） 

・亜臨界水反応装置（バッチ式）：2m3圧力容器，2基 

・機能性堆肥成分：3%-TN, 1,5%-P2O2, 2.5%-K2O 

  放線菌芽胞を多く含むため微生物農薬効果（プロバイオテ 

イクス効果）を併せ持つことが特徴。 



具体的には、図－７に示す通り、約 8か月（235日）間

連続して飼養実証を行い、その間に黒毛和牛の健康度や枝

肉の肥育効果等を確認し、木質粗飼料の品質や収益性を検

証するという目論見である。旗振り役を務めたのは、地元

の廃棄物処理業者の㈱エースクリーンで、同社が軸となり、

白樺チップ供給会社、飼養実証事業に協力した中野牧場、

獣医師や畜産専門家と地元の精肉店が連携し、当該実証事

業は当初の計画通りに遂行されたものである 12)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の成立条件 

わが国は、稲わらや干し牧草などの粗飼料の約 1/4に当

たる 220万トン-TDNを海外から輸入している。そのコス

トアップと安定供給への不安に加え、最も恐れられるのが

病原微生物の侵入というリスクである。 

原料の白樺は、オホーツク沿海域では普通に繁茂する木

材資源であり、その多くが未利用材となっていることから、

比較的低コストで安定して入手することができる。病原性

微生物が侵入するリスクは、原料にも生産プロセスにも存

在しないことから、畜産業者として安心できる地場産の高

質粗飼料であると云える。 

①技術側面から見ると、稲わらと比べてそん色のない新

木質飼料が亜臨界水技術に拠り安定して供給できるかど

うかということがポイントである。当該証事業にて、亜臨

界水反応装置で処理した白樺チップ材は、リグニン層が壊

れ内部のセルロースが露出し、牛が消化可能な栄養分

（TDN）の含有量が多い良好な粗飼料に変わった。セルロ

ースの一部は糖化し。更にその一部が有機酸に転換された

結果、甘酸っぱい香りの牛の嗜好性が高い粗飼料が得られ

ることがわかった。 

また、当該新木質飼料の飼養量は１頭当たり最大 800kg/

日で、増体重は従来の稲わら飼養法よりも大きく、脂肪の

質や肉食などもそん色がなかった。従って、白樺チップ材

から得られる新木質飼料は、従来の国産稲わらや輸入する

外国産稲わらの代替粗飼料となりうることが確認できた。  

②社会経済側面から見ると、外国産の稲わらや乾草の輸

入価格は、トン当たり凡そ 500ドル（6万円）であるのに

対して、亜臨界水反応装置による新木質飼料の生産コスト

は白樺チップ材の購入価格を含めても 3万 5 千円前後で、

十分な価格競争力を持つと云える。 

従って、当該新木質飼料生産実証実験モデルは今後の事

業化の中で、地域での林畜産業連携に基づく地域活性化効

果が生まれることが期待できる。 

 

（3）高効率メタン醗酵・発電モデル（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ） 

メタン醗酵は、下水処理場や食品加工場等から発生する汚

泥から電力エネルギーを回収する手法として広く利用さ

れてきた。また、バイオマスタウン構想の中でも、牛糞か

ら電力エネルギーを回収する手法として導入された事例

も存在する。 

しかし、下水汚泥や牛糞の場合は、メタン醗酵菌が利用

できる栄養塩類は比較的低濃度で、かつ繊維分が多いため

難分解性で、バイオガス発生量は少なく、公的助成金抜き

には事業化が難しい。また、処理後の残液を公共下水道に

流せば、利用料金がコストとなり、更なる障害となる。 

これに対して、難分解性の下水汚泥や牛糞と栄養塩類を

多く含む食品残滓や生ごみなどの混合物を原料とすれば、

バイオガス発生量を増やし、事業採算性を高めることがで

きる。バイオガス発電により得られる電力を固定価格制度

で売電するとともに、残液を農業利用すれば、事業採算性

を更に高めることが可能となる。 

そこで、筆者らは、初めに、全国のバイオマスタウン構

想の中の数少ない成功事例のひとつとされる福岡県大木

町のメタン醗酵・発電事業を抽出し、その成立条件につい

て先行研究 14）もふまえ、予備的な分析を行った。  

当該事業では、人口 1 万 5 千人弱の同町の一般廃棄物

から生ごみ分別を自治会単位で行い、図－８に示すように、

浄化槽汚泥や収集し尿を一緒にした日量 40 トンの混合有

機物を従来型のメタン発酵プラントで処理している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業主体： 地元の廃棄物処理業者・㈱エースクリーン（予定）

○稼働開始： 2014年8月より2015年7月まで実証事業実施。最終評価後、2016年度に本格稼働を見込む。

○事業概要：

・原材料の白樺チップ材を亜臨界水処理（130度・15気圧@処理時間は約15分）

・生成物（新木質飼料）の特徴： 軟らかく繊維質，無菌ゆえ安全，セルロースが一部糖化，甘酸っぱく牛の嗜好性良好

・生産コストは、3-4万円／トン （輸入粗飼料と比べ、4割程度安価）

・品質の検証（牧場経営者，獣医師，畜産学の専門家，精肉店）

（3-2）亜臨界水技術による新木質飼料事業
（北見市における実証実験）

図－７ 新木質飼料産業実証事業モデルの体系 
（北海道・北見市） 

【補注】 
・事業主体：地元廃棄物処理業者（㈱エースクリーン予定） 

・亜臨界水反応装置（バッチ式）：2m3圧力容器，処理実証実験 

 （温度190℃，圧力13気圧，処理時間30分） 

・黒毛和牛17頭飼養実証実験：2014年~2015年（235日間） 

・新木質飼料（現物）の品質：病原性微生物や有害物なし 

 可消化成分TDN＝32%，そのうち繊維分画＝72.5% 

 PH＝3.5，それ故に長期間保存に堪える。 

・増体重効果：従来飼養法＝0.53kg/日，新木質飼料＝0.58kg/日 

10

給食の様子給食の様子

（A）先進事例から学ぶこと
（A-1）福岡県大木町「循環の輪」プロジェクト

収集量: 40.8 ton/日
(6,000 ton/年)

メタン発酵・発電

プロセス

バイオガス: 476 m3/日

学校給食

液肥散布（耕作前）

既往の処理方式
・ごみ焼却コストの問題
・し尿収集，海洋投棄の
制約（ロンドン条例）

バイオマスタウン事業
食ループの形成

（農林水産省認定）

反応槽・ガスホルダー

一般廃棄物
・生ごみ: 3.0 ton/日
（コミィニテイ単位で分別）

・し尿収集: 7.0 ton/日
・浄化槽汚泥: 30 ton/日

図－８ メタン発酵・発電事業モデル（福岡県大木町） 
【補注】 

・わが国のバイオマスタウン構想の希少な成功事例のひとつ 

・生ごみ分別・液肥散布・学校給食に到る「食ループ」を形成 

（生ごみ分別に拠る焼却コスト削減効果を液肥無料散布に活用） 

） 



また、同町は、この処理プロセスから得られるメタンガ

スを使って１日に電力エネルギー1,600kWh を回収する一

方、メタン醗酵後の残液日量 20 トン（年間 6,000 トン）

を、液肥として協力農家への無料散布サービスを行ってい

る。ちなみに、この無料サービスの財源は、生ごみの分別

収集を通して可燃ごみが減ったことに伴う一般廃棄物の

焼却コスト削減効果に拠るものである。 

また、協力農家には、従来の化学肥料コストの大幅削減

に加え、農産物を給食センターや同町経営の道の駅にて優

先的に販売できるというメリットが付与されている。この

ように、いわば‘痒いところに手が届く’ようなスキーム

をきめ細かく取り入れ、システム全体として「食のループ」

形成に成功していることが特徴で、学ぶものも多い。 

技術的には、前述の通り、分別した生ごみと難分解性の

浄化槽汚泥を混合した有機物をメタン発酵の原料として

使うことが有効である。更に、亜臨界水技術を前処理に置

き、難分解性の汚泥の加水分解を促進することで、バイオ

ガス発生量を増やすことが今後の課題となると考える。 

 

前述の大木町のメタン発酵・発電事業モデルのノウハウ

も加味し、筆者らがアドバイザー役として関わる沖縄県石

垣市の石垣島バイオガス発電事業協議会の検討資料に基

づき、当該事業の概要と成立条件について分析し、亜臨界

水技術の有効性について明らかにする。 

事業の概要 

石垣島は、人口 5万人余を有し、先島諸島の中心的な存

在の亜熱帯島嶼である。他の先島諸島と同様、サトウキビ

栽培と畜産業が盛んな土地柄である。輸入した石油をもと

に沖縄電力が電気事業を営んでいる。 

牛糞は一日に凡そ 200トンが排泄されるが、既存の堆肥

化施設は稼働率が低く、一部が海域に流出してサンゴ礁を

痛めている 15）。従って、貴重な観光資源であるサンゴ礁湖

の環境保全という意味でも、外部の石油に依存構造の改善

という意味でも、牛糞等の混合有機物を活用したメタン発

酵・発電事業の事業化、更には亜臨界水技術を活用した高

効率化は、この地域の重要な課題であると云える。 

前述の協議会資料によれば、メタン醗酵・発電事業の原

料は、一日当たり肉牛牛糞 62トン，サトウキビ残滓 21ト

ン，廃糖蜜 6トン，下水汚泥19トン，収集し尿 4トン，

生ごみ 3 トン等の混合バイオマス、総計 119 トンである。  

これらの原料から、一日当たり 5,900Nm3のメタンガス

発生量，発電に拠り 24,000kWh の売電量（年間の売電収

入は固定価格ベースで約 4億円）を見込んでいる。牛糞等

の原材料の収集経費と液肥の搬送経費を差し引いても、事

業採算性は確保できるという目論見である。 

事業の成立条件 

石垣島では水田が少なく、稲わらなどの牛舎の敷き藁に

適した資材を確保することが難しい。台風による倒木や運

送用パレットの廃材を細断した木くずが敷き藁として利

用されている。このため、メタン発酵の実際的な原料は、

繊維質を多く含みメタン菌に難分解性の牛糞と超難分解

性の木くずとが一緒になった混合バイオマスが主体とな

らざるを得ない。 

①技術側面から見ると、前述の混合バイオマスをバッチ

式亜臨界水技術に拠り前処理することは、繊維質の加水分

解を促進し、メタン醗酵を高効率化するうえで有効である。

その理由は、処理時間 20 分程度の軽度な亜臨界水処理に

より、木くず中のセルロースの繊維束を外側から固めるリ

グニン層を壊し、内部のセルロースを露出させて可溶化し、

糖化するとともに一部を有機酸に転換するからである。 

従来型のメタン醗酵では、このような加水分解は、自然

界の嫌気性菌により行われるが、加水分解に要する時間は

通常 20 日程度もかかる。亜臨界水処理を前処理に置くこ

とは、セルロースをリグニン層から剥き出しにし、短時間

で可溶化すると同時に、メタン菌が利用しやすい糖や有機

酸に転換するだけでなく、加水分解時間を大幅に短縮して

メタン発酵工程を短縮するという意味で、いわば‘一石二

鳥の高効率化効果’を持つと云うことができる。（図－９

（上）参照） 

②社会経済側面から見ると、24,000kWhの売電量は、石

垣島の消費電力量の概ね 20%に相当する。外部からの石

油に依存する先島諸島のエネルギー需給構造を自立的な

構造に転換する原動力となりうる。加えて、先島諸島は、

近年の気候変動の影響を強く受け、台風被害が大型化して

きている。これに拠り、図－９(下)に示すように、従来の

系統連携型電源インフラへの甚大な被害リスクに備える

ための代替的な電源確保策としても期待しうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－９（上）高効率メタン発酵・発電事業モデル 
【捕注】石垣島で事業計画検討中（出力24,000kWh/日） 

 亜臨界水処理を前処理に置き、効率アップを見込む。 
 
（下）近年の大型台風に拠る被害事例（石垣島） 

【捕注】系統連系型電源の代替手段の必要性が示唆される。 

①メタン発酵プロセス ②バイオガス発電プロセス
【左より：原料受入れ装置，メタン醗酵タンク（ガスホルダー兼用）】 【メタンガス精製機・発電機】

④液肥生産プロセス
【滅菌装置・液肥タンク】

③売電
（固定価格制度）

⓪原料調達プロセス
（亜臨界水前処理）

（生ごみ，廃糖蜜等）

（難分解性物質）
木くず混じり牛糞，サトウキビ残滓等

⑤液肥供給
【有機農業者】

資料提供：石垣島バイオガス発電事業協議会
協議会資料を基に筆者作成

A-5（3） 石垣島超大型台風被害 2015.8.23

台風15号／気圧：935hPa
2015.08.23に石垣島を直撃，
系統連携型電力施設に大被害

瞬間最大風速：観測史上最大クラス 71m/sを記録
系統連系型の電力インフラにも被害が及ぶ。



以上のことから、先島諸島における自立エネルギー確保

の先導という意味でも、これらの地域の抗堪性の強化とい

う意味でも、地域資源を活用したメタン発酵・発電事業が

モデルとして果たす役割は極めて大きいものがある。更に

は、当該メタン醗酵・発電事業の残液を液肥利用すること

で外部から購入する化学肥料を補うことに拠り、食料自給

率改善にも寄与するという多面的な効果をも期待できる。 

 

5. 研究成果のまとめ及び今後の事業化課題 

5-1 研究成果のまとめ 

①人口縮減に迫られる地方に新規雇用を生み、人口縮減

に歯止めをかけ、地方創生を実現するための方策として、

全国どこでも共通して得られるバイオマス系有価物を回

収し、循環利用産業を推進することが緊要課題である。 

②資源循環利用産業を支えるコア技術として最も合理

的なものは、多様なバイオマスに対する高速加水分解機能

を持ち、かつ堆肥化やメタン醗酵への適合性が高い亜臨界

水技術（バッチ式）である。燃焼工程を一切含まない簡素

な装置構成であるため、焼却施設と比べ、イニシャルコス

ト，ランニングコストともそれの数分の一程度で済む。 

③これまで国が推進してきたバイオマスタウン構想は、

事業採算性に乏しいうえ、資源循環利用産業に適した有効

な技術がないなどの理由で、多くが計画倒れに終わってい

る。本研究では、当該産業を育成する観点から、亜臨界水

技術をエンジン役とし、高付加価値型の機能性堆肥や新木

質飼料生産，または高効率メタン醗酵・発電を指向するこ

とが妥当であることを、モデル事例分析から検証した。 

 

5-2 今後の事業化課題。 

①亜臨界水技術の対象となる資源循環利用産業は、かな

り幅が広い。個別事業として捉えると、生成品の付加価値

の高い順に事業化を検討することが合理的である。国内に

おいては、現行の社会経済条件の下では、輸入粗飼料と価

格競争力がある新木質飼料生産，固定価格制度で下支えさ

れる効率メタン醗酵・発電の順位が高いと考えられる。 

 ②人口縮減が見込まれる自治体に対しては、地域資源活

用型産業により雇用を確保し、コミュニテイを維持してい

く観点から、亜臨界水反応装置を基幹的なインフラとして

活用することが有効、かつ効果的である、 

具体的には、図－１０の構想図に示すように、当該装置

を基軸として、地域の各種バイオマス資源を統合的に資源

化・利用する「（仮称）ふるさと産業革命拠点」の立ち上

げを提案したいと考えます。 

このため、自治体の財政が健全な現段階においで、バイ

オマス資源を所轄する各省庁が協力体制を組み、自治体消

滅を回避するという予防型社会資本投資シナリオを構築

することを臨むものであります。読者諸賢のご理解ご支援

を賜るならば、ありがたく存じます。 

  

図-12 （仮称）ふるさと産業革命拠点構想 

～綜合的なバイオマス資源活用による地域創生に向けて～ 
 

【補注-1】わが国のバイオマス排出量（各種の統計から大きい順に並べる）： 

家畜糞尿8,200万トン（内肉牛2,400万トン），食品残滓1,200万トン，林地残材400万トン，下水汚泥217万トン（乾物重量）。 

【補注∸2】これらのデータをもとにした事業規模（試算） 

（a）新木質飼料生産では、毎年の林地残材 400万トンを活用できると、年間の売上額は最大で 2,000 億円程度（飼料価格トン
当たり 5 万円）が見込まれる。（b）高効率メタン発酵・発電では、毎年の肉牛糞尿だけを対象とする場合でも、亜臨界水技術
でバイオガス発生量が 50%増の 24Nm3/トンと見込み，得られた電力を現行の固定価格制度（39円/kWh）で販売すると、年間
の売上額は最大で 800 億円程度が見込まれる。（c）高機能堆肥生産では、毎年の食品残滓 1,200万トンを堆肥化する場合、国
内における堆肥の最高価格1万円/トンで販売できるとすると、年間の売上額は1,200億円程度を見込むことができる。 

 

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

（仮）ふるさと産業革命拠点

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

木質系

炭素繊維

（ｽﾏｰﾄｻﾙ）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



④更に、人口縮減が顕著な自治体に目を転ずれば、自治

体の消滅という極限的な社会経済的なリスクを抑止する

うえで、あるいは気候変動に伴う自然災害リスクを緩和す

るうえで、自衛隊基地の地域における存在価値は大変大き

いと考えられる。 

一方、自衛隊の目からこのような社会情勢を捉えると、

人々が地域で安心して暮らすことができなくなれば、その

地域を専守防衛するという大義名分が薄れることになる。

このため、自衛隊の基地を含めた地域全体の抗堪性を高め

ていく方策を中長期的に構築する必要性が拡大している

と考えたい。 

筆者らは、以上の視点から、亜臨界水技術を基軸とした

前述の「（仮）ふるさと産業革命拠点」の立ち上げへの支

援を行うことも視野に入れ、平時の段階から有事に備えた

防衛体制を構築すべき時代を迎えていると思料する次第

である。 
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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

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

○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

■応用可能性 
【バイオマス系】 

○生ごみや家畜糞尿等から高機能性堆肥

生産・販売（有機農業との連携） 

○下水汚泥や家畜糞尿等の高効率メタン

醗酵・発電（再生可能エネルギー） 

○大豆油やパーム油などの搾油残滓処理 

（油分回収・オイルロス削減と有効利用 

【カーボン系】 

○未利用材から高質粗飼料生産・販売 

（地域資源循環型畜産業の実現） 

○キノコ菌床生産（木クズの加工・処理） 

○カーボンナノファイバー（CNF）素材生産 

【その他有害物質系】 

○医療廃棄物の適正処理（滅菌・減容化） 

○汚染土壌，汚染焼却灰等の無害化 
 

【全体を包括する総合的な施策実現】 

○バイオマスタウン構想（農林水産省） 

○ビストロ下水道（国土交通省） 

 

図－Ａ 亜臨界水反応装置（バッチ式）の技術特性及び運転操作性／応用可能性 

【補注】圧力容器（容積2m3）の１日当たりの処理能力（概算） 

・ワンバッチ当たりの所要時間：投入から取出しまでトータルで1時間程度。 
・１日8時間/8回転運転の場合：処理容量＝16m3/日, 重量ベースで、16トン/日（処理物の比重＝1の場合） 

～8トン/日（処理物の比重＝0.5の場合）＿＿この重量は、凡そ人口1万人クラスの都市の一般廃棄物重量（可燃）相当。 

補遺：亜臨界水反応装置（バッチ式）のマルチな機能性と様々な効用～総括図～  


