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1. はじめに（背景：バイオマス利活用の取組みと課題）

バイオマス利活用の喫緊の課題
• 放射性セシウム（Cs）の挙動が不明
⇒施設の稼働・建設の遅延（田村市等）

• バーク(樹皮、90％未利用*)を原料とす
るが、技術的知見が少ない（飯舘村）

バイオマス利活用の中長期的課題（ニーズ）

• 小規模メタン発酵による有機性廃棄物の域内
処理と創エネ

• 先進的（CCUS[炭素隔離利用貯留]付き）分散
型バイオマス変換技術連携システムの導入

• 地域事情のニーズに沿った将来像を予測した
導入シナリオ

環境省未来志向プロジェクト（脱炭素まちづくり等）始動

バイオマス利活用の検討

2021（現在）

地域循環共生圏
（地域SDGs）
ゼロカーボンシティ

*：福島県バイオマス活用推進計画（2018）

しかし、課題も 今後のニーズ

他の未利用バイ
オマス
の利活用

先進的分散型連
携システム
（CCUS付き）

2030‐2050

→ →

ハードとソフトの両方が必要

面的除染終了で
復興フェーズへ

2018

浜通り
12 市町村

木質バイオマス発電が先行
2019 田村市（建設開始）
2020 飯舘村（事業者選定）
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２．研究開発目的

喫緊の課題対応（技術的課題の解決、サブテーマ１）

 汚染された木質バイオマス（特に、バーク）を対象に、安定
かつ安全なエネルギー転換技術（燃焼・ガス化）の確立、残
渣の安全性評価及び適正処分や再生利用法の提示

中長期的課題対応（将来ニーズへの対応、サブテーマ２、３）

 木質バイオマス発電技術と有機性廃棄物メタン発酵を連携
させた、二酸化炭素（CO2）発酵技術と炭素貯留を軸とした
脱炭素型先進的連携発電システムの開発

 浜通り地域における復興と連動した再エネ導入(特に選択
肢としてのバイオマス)シナリオを開発し、環境省・福島県・

各種団体と連携し、地域の体制の形成を誘導しながら、地
域循環共生圏を目指した地域計画の策定・実施を支援する



研究概略と全体感
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アウトカム：安全に地域課題を解決できるバイオマス発電
施設の導⼊、復興と脱炭素化の両⽴、地域産業の活性化

サブテーマ１（喫緊の課題対応[技術]）：

残渣の取扱を含めて木質バイオマスの安定かつ
安全（放射能対策）な燃焼・ガス化技術を確立

サブテーマ2（中長期課題対応[技術]）：

複数のバイオマス変換技術を連携させ、炭素貯留と放射
能対策を備えた先進的分散型連携発電システムの構築

サブテーマ3（中長期課題対応[導入シナリオ]）：

脱炭素に向け将来像を予測し、開発技術システムの実装
シナリオを設計

放射能対策
と技術仕様

浜通りのバイオマス利活⽤の喫緊課題と中⻑期的課題の解決へ向けて、

ガス化技術等提供
実機反映へ

実証へ

計画策定支援へ
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分類 目標 初年度計画

サブ１

•汚染バークを燃料とした燃焼・ガス化におけ
るr‐Csの挙動の解明

•処理残渣のクリンカ生成能や安全性を評価、
炭素貯留等の可能性も評価

•サブ２との連携に適したガス化生成物制御

•技術情報を中心に住民・自治体等との対話

実機調査とラボ燃焼実験により、
•放射性Csの移行挙動を把握
•クリンカ生成回避条件の検討
•燃焼残渣の溶出試験
•木質ガス化研究の準備
•住民・自治体等との対話に着手

サブ２

今後普及が予想される再エネ電力、水素等
の利活用も想定した、バイオマスエネルギー
生産に由来するCO2の隔離・利用のための熱
処理-発酵連携システムを構築
(中核技術：金属と組み合わせた熱分解・ガス
化残渣炭素残渣のカスケード利用によるCO2
メタン変換の促進）

•ラボバイオリアクターによるCO2バイオメタネー
ションもしくは炭酸塩化の基礎的条件の検討
•ガス化ガスのメタン発酵槽におけるCO及びCO2
の挙動及びガス熱量を 大化するガス発酵条
件を明らかにする。
•AD会合の助言に基づき、発酵での放射性Csの
挙動解明と制御、シアン等のガス化ガスに由来
する阻害物質の発酵への影響を検討

サブ３

・脱炭素化に資するバイオマスエネルギー転
換を中心とした復興実装シナリオを開発
・地域資源データベース、エネルギー拠点の
持続可能なサプライチェーンを提案
・エネルギー拠点の要件を推定し、幅広の熱
需要家・技術のカタログおよび復興の進展に
伴う段階的導入シナリオを提案
・復興初期から将来におけるシナリオを開発
し、地域・協働により導入計画を検証

•バイオマス地域資源に関するデータベースを構
築
•幅広の熱需要家・技術の経済性も含めたカタロ
グの整備
•対象地域等の事情に沿った、地域社会システ
ムの将来シナリオを開発
•連携を開始している行政関係者に提示し、意見
交換を通じ地域ニーズを調査

３. 研究目標及び研究計画
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４．研究開発内容サブテーマ(ST）1：汚染木質バイオマスの燃焼
及びガス化技術の開発と放射性セシウムの挙動解明

樹皮（バーク）
[低融点灰]

木質チップ

・灰の安全性？
（溶出性）二種を混焼

・有効利用への
課題（上乗せ分）

・適正な処分法
の提示

CO2

燃焼研究

実施内容
1-1. 燃焼施設における放射性セシウム（r-

Cs）の挙動解明
1-2. バーク混焼によるr-Cs挙動への影響
1-3. バーク混焼によるクリンカ生成能の評価
1‐4. 燃焼灰の有効利用に関する課題（参考

資料I）
1‐5. 住民・自治体との対話
1‐6. ガス化研究に向けた準備

技術的課題
・放射性Cs挙動？

・クリンカ（溶融
物）の生成？

ラボ燃焼装置
で補足（1‐2）

実機での調査と燃焼試験(1‐1,‐3,‐4])

飛灰発生率や濃縮率から物質収支モデルとしてST3へ引き渡しが可能

1‐1,‐2, 
‐3の
成果
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５．結果及び考察ST1-1(施設内のr-Cs挙動の解明 [施設調査]）

重要な知見：
 木質燃料のr‐Cs濃度 < 38 Bq/kg⇒ 飛灰のr‐Cs濃度 < 4,000 Bq/kg （図a）
 r‐Csの飛灰への濃縮率と分配率は高い、飛灰発生量とr‐Cs溶出率は低い（図bcd）
 飛灰の塩基度（CaO/SiO2）が高いと、r‐Cs溶出率は高い ⇒ 大まかな推定法(図d)

木質バイオマス燃焼発電施設(施設A)で9日間調査を行い、木質チップ（一般
的燃料）燃焼時のｒ‐Csの移行挙動と飛灰からのr‐Cs溶出率を明らかにした。
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５．結果及び考察ST1-2(バーク混焼とｒ-Cs挙動 [ラボ実験])

重要な知見：
 バーク混焼により、飛灰の発生量は2.5倍増加、飛灰へのｒ-Cs濃縮率は半分以下

へ、すなわちr-Cs濃度も半分以下へ（図ab）
 バークはSiO2が多い ⇒ r-Cs溶出率は1/7へ低下(図c)
◎飛灰等の管理はし易いが、処分量の倍増⇒灰の有効利用が重要

ラボ燃焼装置により、バーク専焼やバーク混焼（バーク：木質チップ=1:1）に
おけるｒ‐Csの移行挙動と飛灰からのr‐Cs溶出率を明らかにした。
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５．結果及び考察ST1-3(バーク混焼とクリンカ生成能 [施設調査と試験]）

通常の木質チップ

バーク混合
（バーク割合70%）

重要な知見：
 燃焼施設では、炉底灰とボイラ灰が低融点灰（溶融しやすい灰）
 バーク混焼試験の灰は低融点化しない ⇒ クリンカ生成能は変化なし
 熱力学計算でも融点は概ね同じ ⇒ 実測を支持 （参考資料II）

◎飯舘村の施設運営会社等に知見を提供済み

原料：

a) 施設Bにおける低融点灰の特定

施設
上流

施設
下流

溶けやすい 知見

b) バーク混焼が灰の融点に与える影響

課題
施設Bの過年度調査サンプルから木質チップ燃焼残渣の溶融性（軟化点（溶け

始め温度）や融点（半液球になる温度））を測定し、また、同施設にてバーク混焼
（バーク割合70％）試験を行い、残渣の溶融性を測定し、クリンカ生成能を評価
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５．結果及び考察ST1-5（住民・自治体との対話）

 飯舘村役場と連携し、蕨平地区、小宮地区の対話集会にて、万福が本研究成果を報告し、地域
住民が持つ木質バイオマス発電事業への疑問・不安の払拭に貢献。（質疑形式、８回実施）加
速化交付金に申請、令和4年7月から着工。

 自治体からの要望により、木質バイオマスの立地・技術に関する村議会説明（全員協議会）の
場において、研究成果を含む質疑の対応を行い、行政執行に貢献。

 自治体広報誌、自治体研修、行政区説明会に研究資料を提供。

 飯舘村の再エネ導入等計画策定協議会へ専門家（万福）として参加し、今年度内のゼロカーボ
ン検討会に委員として支援し、令和4年3月に宣言。

 木質バイオマス設置する飯舘村周辺自治体の関係者を集めた推進協議会に設置に向けた意
見交換を行い、令和5年3月までに第1回目の開催を検討。専門家として、倉持、万福が参加す
る方向で調整中。

重要な知見：
 地域に信頼されている専門家が説明会に参加し、住民などからの質問に対し、わかりやすく回答 ⇒ 不安が解消
 質疑がなくなるまで対応 ⇒ 住民側の満足感、説明会（懇談会）の回数は増えるが、スムーズな行政執行が可能

2021年7⽉飯舘村広報誌同封資料
配布約1,800⼾

2021年10⽉飯舘村牧野組合勉強会
参加者数28名 2022年6⽉楢葉町サステなmeeting

参加者数約90名
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４．研究開発内容サブテーマ(ST)2：ガス化-発酵コンバインド型
CO2 リサイクル技術の開発と放射性セシウムの挙動解明

実施内容

2‐1. 熱処理残渣のカスケード利用によるCO2メタン変換の促進

2‐2. CO2メタン変換に向けたバイオメタネーションの検討

2‐3. 汚染バイオマスメタン発酵における放射性セシウムの挙動解明

当初計画との変更点
・ST3での技術導入検討地域の実情に合わせ、メタン発酵は家畜糞尿でなく食品・植物系を想定
・AD会合での助言を踏まえ放射性Csの挙動把握に初年度から着手

主な成果

2‐1. CO2メタン変換で律速となる微生物反応を促進する熱処理チャーの生成条件を
明らかにした

2‐2. CO2メタン変換の基本的特性を把握し、2‐2の成果と組み合わせた効率的な装
置を作成

2‐3. バイオマスの発酵に伴う放射性Csの溶出特性、液相からの吸着除去特性を明
らかにし、システムにおける収支を算出
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５．結果及び考察 ST2-1（熱処理残渣カスケード利用）

重要な知見：CO2変換で非意図的に蓄積する脂肪酸の代謝促進には、微生物間の電
子伝達を促進し得る高導電性、親水性のチャーが有効である。

メタン変換に係る微生物反応の促進剤として有効な熱処理残渣としてのチャーの
生成条件をつきとめる。

Kobayashi, Kuramochi (2022) Bioresour. Technol., 358, 126688 (IF: 11.889)

条件ごとのチャーの代表的性状

温度、K共存に伴う上昇

温度に伴う減少
K共存に伴う増加

親水性上昇

チャー共存の発酵によるCO2バ

イオメタネーションで律速となり
得る脂肪酸分解速度の向上

チャーの電気化学特性

K2CO3添加、800ºCにおいて、対照の1.3倍
の 大のメタン生成速度

チャーを電極として使用し、
[Fe(CN)6]3−溶液でのサイクリックボル
タンメトリ



13

５．結果及び考察 ST2-3（r-Csの挙動）

重要な知見：植物体からは発酵による分解に伴いr‐Csが溶出する。発酵液液相からr‐Csを効率的に除去
するには選択性の高い吸着剤が必要。 終的に固相に濃縮されるr‐Csは1000 Bq/kg未満と予想される。

メタン発酵におけるr‐Csの溶出・除去挙動の実験的検討と物質収支の把握

発酵による分解に伴うr‐Csの溶出

発酵液液相からのr‐Cs吸着除去特性

メタン発酵プラントでのr‐Cs収支計算例

低選択性吸着剤

高選択性吸着剤

液
相

か
ら

の
r-

C
s除

去
率

 (
%)

0

20

40

60

80

100

吸着剤添加量 (g/L)

1 10 100

NH4
+に対する

Cs+選択係数

0.246
0.0636

作物

発酵
タンク

量 100 kg/⽇

r-Cs 100 Bq/kg-湿重

TS 20% (20 kg)

希釈水 + 補助栄養素液

量 100 kg/⽇

量 188 kg/⽇

r-Cs 53 Bq/kg-FM

TS 4% (8 kg)

ガス

量 4.6 m3/⽇

r-Cs 0 Bq/m3 乾燥
量 147.1 kg/⽇

r-Cs 8.7 Bq/kg-湿重

脱水

脱水ろ液

乾燥汚泥 (含水30%)

脱水ポリマー 量 0.2 kg/⽇

高選択性r‐Cs吸着剤

量 0.18 kg/⽇

量 11.7 kg/⽇

r-Cs 746 Bq/kg

←高めの設定

ST3での検討地

域で発生が予想
される草本バイ
オマス→

←小さな投入量
で高い吸着率

分解率と
溶出の相関



福島県
環境創造センター
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サブテーマ3
脱炭素化を目指した分散エネルギーシステムの復興実装シナリオの開発

ｻﾌﾞﾃｰﾏ1‐2連携

大型燃焼炉

小型ガス化炉

技術連携ｼｽﾃﾑ

地域社会の支援研究

復興計画

脱炭素

産業創出

地域社会システム研究

地域資源

サプライチェーン

需要家創出

国立環境研究所
災害環境研究プロジェクト

環境省
福島再生・未来志向プロジェクト

４．研究開発内容サブテーマ3：脱炭素を目指した分散エネルギー
システム復興実装シナリオの開発

基礎研究の応用 連携・共同実施

実施内容
3‐1)地域資源の推定方法の確立とデータベース開発
3‐2)異業種間の資源需給マッチングを目指した事業のカタログ化
3‐3）実装シナリオ開発と自治体職員との意見交換

※木質バイオマス資源調査については別プロジェクト開発技術連携を視野
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５．結果及び考察サブテーマ3-1（資源量評価）

重要な知見：福島県浜通り地域での地域資源の推定を行い、
データベースを開発した。この手法は全国への適用が可能である。

地域資源の推定方法の確立とデータベース開発

地域資源としてのバイオ

マスは古くから着目され、

様々な資源量の推定方法

が提案されてきた。本開

発では網羅的に文献検索

を行い、4分類15種類の

バイオマスについて、現

在でも適用な可能な標準

方法を整理した。

(木質バイオマスについて

は、別プロにて精査方法

を開発中)
「バイオマス資源ポテンシャル推定テーブル」

(一部)

データベースの例

林地残材 (t/ 年 )

施設別し尿処理量 (kL)
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５．結果及び考察ST3-2（熱需要と異業種混成）

重要な知見：本カタログと類型化は、導入される地
域の実情や事業の性格に応じた指針を提供する

単に先進事例の取材ではなく、異業種(セクター)間のマッチングを主眼
として、事業のカタログ化を行った。

熱中心
FIT

中心

③那賀川、④松坂
（高温ボイラー）

民主導②安曇野、④松坂
（中規模CHP）

ガス化CHPのFIT収入と安定し
た熱需要でのモデル。
投資回収年；５～１５年

①北秋田、西郷村
（小規模CHP）

地域貢献が主たる目的
のモデル。
投資回収年；不明

工場の高温蒸気で収益を得て、
低温排熱利用で付加価値の高
い産業利用のモデル。
投資回収年；３～５年程度

⑤紫波
（地域熱供給）

住宅・業務開発と一体的に進
め多面的価値を高めるモデル。
投資回収年；10年～数十年

公-民
連携

電気

事
業

主
体

熱

異業種間での熱需要を配慮したバイオマスエネルギー事業調査
(一部)

バイオマスエネルギー事業カタログにおける類型化

国内バイオマス事業において、異業種間

(農林水産業、観光業、建設業、製造業)で
資源をやり取りしている事例を収集した。混

成事業を取材することにより、様々な困難

を把握し、課題の整理を行った。
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５．結果及び考察ST3-3（シナリオ開発と社会実装に向けて）

ゼロカーボン担当課他と復興地区（住宅地周辺の産業団地）のバイオマス利活用を含
めたシナリオづくりおよび実装を目的とし、基本構想づくりに貢献している。

CHP複数導入配置図案と脱炭素効果

複数導入案

ゼロカーボン推進課を中心として意見交換会(計７回)、町関連団体との意見交換等
を実施した。RE100産業団地を核とした地域の多面的価値の創出、安定電源として

の再生可能エネルギーとしてバイオマス利活用、放射線災害からの復興の象徴と
してのバイオマス利用に関する地域説明などが議題であった。

甲案 乙案 備考

コジェネ(基) 1 23 一基あたり発電40kW, 発熱100kW
一般住宅(戸) 100 100 一戸あたり床面積82m2

施設園芸(棟) 3 69 一棟の諸元 間口×奥行: 7.2m×50m
ハウス軒高, 棟高: 2m, 4m

研究機関
(床面積m2)

‐ 45,900 エネルギー消費量 7,176MWh
大消費電力920 kW

付帯設備
(総延長 m)

自営線
1,830
m

自 営 線
1,460 m
熱導管 560
m

甲案における自営線は住宅へ配電し、住宅
配置を想定して総延長を計測

乙案では工場にのみ配電、施設園芸にの
み配熱

表1 CHP導入の案(導入基数、需要家、自家配電配熱構成)

重要な知見：町担当者に事業提案する際、町実情を丁寧に把握・先行事例を調査したうえで、
専門的知見のもとで協議を積み上げることで、町のニーズとすり合わせた検討が可能になる
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６-1．進捗状況

分類 初年度計画の進捗状況 目標達成の見通し

サブ１

•r-Csの挙動とバーク混焼の影響を解明
•バーク混焼における安定運転の確認
•燃焼残渣に対してr-Csだけでなく、有効利用の
ための重金属の溶出性も把握
•住民等との対話を十回以上実施

➡計画通り進展、目標を上回る

•先行研究者や実機運転会社と連携し、後半
に力点を置く木質ガス化研究（ガス組成の制
御とｒ-Cs挙動解明）を着実に進める。
•サブテーマ２と試料と装置を共有化し、ガス
化-発酵コンバインドシステムを構築する。
•サブテーマ３に技術スペックを提供し、実装シ
ナリオを構築する。

サブ２

•CO2メタン変換における微生物反応を促進する
熱処理チャーの生成条件の提示し、査読付き
論文として掲載
•CO2メタン変換の基本的特性を把握し、効率的
な装置を作成
•バイオマスの発酵に伴う放射性Csの溶出特性
や吸着除去特性を解明し、システムにおける収
支を算出 ➡計画通り進展している

•目標を達成するための技術候補を複数想定
し、それぞれ検討した結果、熱処理炭素残渣
とカリウムの組み合わせを有望と判断した。
•CO2発酵におけるガス通気/循環速度、反応
促進のための添加剤添加量については達成
済みであるが、CO2発酵では、十分な性能が
得られず、新規プロセスで再度検討する。

サブ３

・令和3年度における新型感染症蔓延に伴う人
流制限により、社会実装を想定している浜通り
地域および調査対象における、自治体職員やス
テークホルダーとのコミュニケーション不足して
いるものの➡計画通り進展している

•今後の感染症流行状況に応じ、対面が不可
能な場合はリモートに替えて調査を完了させ
る。ステークホルダーとのコミュニケーション
は、なるべく多くの対面調査や意見交換を行
いたい。また、各サブテーマの開発技術の成
果も併せて研究の社会実装を目指すことが
できると考えられる。
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６-2．環境行政等への貢献

分類 活用が見込まれる成果 行政等が活用した事例

サブ１

• 実機によるバーク混焼試験結果（灰の溶融
特性と安定運転可能性等）は、飯舘村に建
設予定施設の運転計画の設計に利用予定

• 燃焼灰の有効利用に関する知見は、ニーズ
が高く、民間企業や自治体において灰の有
効利用へ向けた検討に活用が期待

•環境省が主催する「福島再生・未来志向プロ
ジェクト」シンポジウム(令和３年12月3日)におい
て、講演し、環境省の当該プロジェクトの推進に
貢献

• 飯舘村の地区懇談会や森林組合における「木
質バイオマス発電に関する技術的検討会」で放
射性セシウムの挙動に関する知見が活用

サブ２

• メタン発酵における放射性セシウムの挙動
について、環境省環境再生・資源循環局特
定廃棄物対策担当参事官室に共有

• 浜通り地区ではメタン発酵に関心が高く、関
連する研究成果の活用や専門家としての助
言に期待

•バイオメタネーションに関する研究知見の整理
（後に総説を執筆）は、環境省2050年カーボン

ニュートラルに向けた中長期シナリオにおける
今後の中間処理に関する検討に貢献

•また、研究成果を基に実装を目指して民間企業
との共同研究に至った。

サブ３

• 資源量データベースや技術カタログは、バイ
オマス等利活用の検討の基礎データとして
活用が期待

• CHP導入に関する脱炭素効果や初期投資
費回収の試算は、浜通りの復興拠点の整備
計画やゼロカーボンビジョンの具体化に活
用される予定

• 成果を基に、主に大熊町において町役場との
定例意見交換会、町関連団体との意見交換等
を実施し、RE100産業団地を核とした地域の多

面的価値の創出、バイオマス利活用などに関す
る施策資料を提供し、ゼロカーボンビジョンの具
体化に向けて貢献した。
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