
 

 

 

 

 

 

 自然エネルギー活用レポート No.12 

食品廃棄物を発酵させてバイオガス発電 

－静岡県・牧之原市で 1100世帯分の電力－ 
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 概要 

静岡県の牧之原市ではエネルギータウン構想のもと、自然エネルギーの導入が活発に進んでいる。周辺

地域で発生する食品廃棄物を利用したバイオガス発電所が 2017 年 3 月に運転を開始した。食品工場な

どから回収した廃棄物を固体・液状・汚泥状の 3 種類に分別したうえで、有機性の廃棄物を発酵させて

バイオガスを生成する。廃棄物の配合や発酵温度の調整を自動化して効率的にバイオガスを作り出し、

1 年間に 1100 世帯分の電力を供給する。計画した当初は食品廃棄物による臭気を懸念する住民の強い

反対があったが、事業者が対策を約束したうえで、市の協力を得ながら 20 回以上に及ぶ説明会を実施

して理解を得た。発電所の運営要員を地元から雇用するほか、建設工事を地域の企業に委託して経済的

なメリットをもたらす。同様の事業モデルを全国各地に展開する計画も始まっている。 

 

 基本データ 

①運営体制 

事業者名 
牧ノ原バイオガス発電 

（特別目的会社） 
所在地 

静岡県牧之原市白井 749 番地

20（白井工業団地内） 

発電所の名称 牧之原バイオガス発電所 発電所の所在地 同上 

運転開始 2017年 3 月 運営人員数 14名 

建設担当 野里電気工業 運転・保守担当 ゲネシス 

②発電設備 

機器構成 

発電機、破砕機、分離機、

酸発酵槽、メタン発酵槽、

消化液槽、保管庫、排水

処理設備 

メーカー名/製品

名/台数 

発電機：ヤンマー/バイオガス発電

機/2 台 

最大出力 650kW 送電能力 650kW 

年間発電量 400 万 kWh 想定設備利用率 70％ 

電力供給先 中部電力 燃料 

（年間消費量、

調達先） 

バイオガス（190万 Nm3、発電所

内）、食品廃棄物・有機性汚泥（2

万 9200 トン、静岡県内を中心に

愛知・山梨・岐阜・神奈川県など） 
FIT 認定 2016年 9 月 

③収支計画 

事業費 20億円 事業期間 
売電事業：20年 

（以降の事業継続も検討） 

売上高 
売電収入：年間 1億 5600

万円 
運転維持費 非公表 

売電量 400 万 kWh/年 売電単価 39円/kWh 

資金調達 
民間企業による出資 

金融機関からの借入 

投資回収年数 非公表 

補助金 なし 
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1．発電事業の経緯 

 

牧之原市は静岡県中部の太平洋沿岸に位置している（図 1）。温暖な気候から市内には茶畑が広がり、

全国でも有数の緑茶の生産量を誇る。年間の日照時間は国内トップクラスで、太陽光発電の導入が活発

だ。隣接する御前崎市に中部電力の「浜岡原子力発電所」があり、東日本大震災の発生後に市議会が永久

停止を求めることを決議した。これを受けて 2013 年に「牧之原市エネルギータウン構想」を策定して、

太陽光をはじめ風力やバイオエネルギーの活用を推進している。 

図 1◇静岡県の範囲と牧之原市の位置（左）、市内の行政・産業拠点（右）。出典：牧之原市役所 

 

 その中でも先進的な取り組みとして注目を集めるのが、食品廃棄物を発酵させて燃料に利用するバイ

オガス発電である。市内の丘陵地帯に広がる「白井工業団地」に、「牧之原バイオガス発電所」が 2017

年 3 月に運転を開始した。食品廃棄物のリサイクルに取り組むアーキアエナジー（本社：東京都港区）

が牧之原市の協力を得て建設・運営している。ちなみにアーキア（archaea）とは、有機性の廃棄物を発

酵させてメタンを生成するのに必要な「古細菌」を意味する。 

 

牧之原バイオガス発電所の構想が始まったのは 2013 年である。静岡県内で産業廃棄物の処理事業を

営んでいた大橋徳久氏（現・アーキアエナジー取締役）が食品廃棄物のリサイクルを推進するために、

廃棄物を利用したバイオガス発電に着目した。2012 年 7 月に固定価格買取制度がスタートしたことが

きっかけだ。「日常的にバイオガスの原料になる食品廃棄物を入手できる立場にあり、発電事業が有望

ではないかと考えて検討を始めた」。 

 

 すでに大橋氏は 2008 年から牧之原市の隣にある吉田町で、食品リサイクル事業会社の「ゲネシス」

を設立して新たな処理事業に取り組んでいた。現在ゲネシスはアーキアエナジーの 100％子会社として

拠点を牧之原市の白井工業団地に移し、食品廃棄物の処理とバイオガス発電所の運営を担当する会社に

生まれ変わっている。 

 



3 

 

写真 1◇白井工業団地にある「牧之原バイオガス発電所」 

 

 大橋氏がバイオガス発電の構想を検討していたところ、植田徹也氏（現・アーキアエナジー代表取締

役）と出会う機会があり、意気投合した 2 人はバイオガス発電プロジェクトを進めることで合意。バイ

オガス発電を中核に食品リサイクルを推進する事業会社として 2014 年にアーキアエナジーを設立し、

ゲネシスも傘下に統合して牧之原市で本格的に開発計画に乗り出した。 

 

 牧之原市を含めて静岡県の西部には食品工場が数多く立地していて、食品廃棄物を毎日大量に排出し

ている。さらにタイミングよく、広大な工業団地の一角に適当な規模の用地を確保するめどがついた。

エネルギータウン構想を掲げる牧之原市の支援も期待でき、バイオガス発電所を建設するための好条件

がそろった。 

 

 ただし牧之原市で 1000 平方メートル以上の土地を事業用に開発するためには、地域の住民の同意を

得たうえで、市の土地利用対策委員会の承認を得る必要がある。この住民の同意を得るハードルが予想

以上に高かった。 

 

建設予定地の工業団地がある白井地区には、別の産業廃棄物事業者の処理施設が以前から稼働してい

る。そこから発生する強い臭気が周辺の住民を悩ませていた。「バイオガス発電所の建設計画を住民の

皆さんに説明したところ、産業廃棄物の処理施設を新たに作るなんて、とんでもない、というのが最初

の反応だった」（大橋氏）。 
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 静岡県内では国のガイドラインに従って、市町村ごとに住居地域や工業地域などに応じて臭気の基準

値を指数で規定している。牧之原市の臭気指数は全域で 15 に統一していて、県内の平均的な水準だ。

とはいえ牧之原市役所の大石雅史環境課長によると、「臭気指数 15 は人間が常にくさいと感じる状態を

意味する。白井地区の住民から苦情が出ている産業廃棄物の処理施設の臭気指数も 15 に収まるため、

行政指導ができない」。 

 

 この問題を熟知している住民側からアーキアエナジーに対して出された要求は、臭気指数を 10 まで

下げることだった。指数で 1 の違いは、臭気のレベルで 10 倍に相当する。つまり臭気指数を基準値の

15 から 10 へ下げるためには、10 万倍も臭気を減らさなくてはならない。「臭気指数が 10 になれば、

人間がわずかににおいを感じるか、ほとんど感じないレベル。専門家と検討を重ねた結果、臭気指数を

10 に抑えることは技術的に可能との結論が出た」（大橋氏）。 

 

 大橋氏は牧之原市役所の職員の協力も得ながら、周辺地域の住民を対象に 20 回以上の説明会を開催

し、さらに個別の家庭も訪問して粘り強く説明を続けた。発電所の土地の境界線上で臭気指数を 10 に

抑える条件を提示して、ようやく住民との間で協定を締結することができた。加えてバイオガス発電所

の運営要員を地元から雇用したほか、発電所の建設工事を地元の会社に委託して、地域の活性化に貢献

する体制をとった。 

 

 食品廃棄物を利用してバイオガスを製造するためには、水分を含んだ状態の廃棄物にメタン生成細菌

を加えて発酵させる必要がある（図 2）。この時に重要な点は、廃棄物の含水率を適切な水準に調整する

ことと、発酵に適した温度（36～40℃）を維持することである。さらに廃棄物を発酵タンクに投入する

タイミングやタンク内の液体の濃度もバイオガスの生成に影響する。 

 

図 2◇食品廃棄物をメタン発酵させて作るバイオガス。出典：ゲネシス 

 

バイオガスを生成するまでの一連の工程を可能な限り自動化するために、機器を使って各種のデータ

を計測しながら制御できるシステムを作り上げた。「最初に食品廃棄物を投入する作業と最後の水処理

で残った汚泥を搬出する作業を除いて、発酵からバイオガスの生成と発電まで、すべてシステムで自動

的に制御できるようになっている」（大橋氏）。 
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 食品廃棄物の搬入から発電までには 5 つの工程がある（図 3）。まず廃棄物の収集業者が食品工場など

からトラックで搬入したものを固形・液状・汚泥状の 3 種類に分別する。次に固形の廃棄物は破砕して

から液状・汚泥状の廃棄物とともに、発酵に最適な比率で自動的に調合する。それぞれの配合の比率は

廃棄物の受け入れ設備で含水率を測定して決定する仕組みだ。 

図 3◇バイオガス発電プラントの設備構成と食品廃棄物の流れ。出典：ゲネシス 

 

調合した廃棄物は「酸発酵槽」に送り、pH（水素イオン指数）と温度を調整しながら発酵を促進する

と、発酵状態が安定して効率的にバイオガスを生成できる。発酵を促進した後、発酵タンクに移して 20

日間ほど経過すれば、メタン発酵細菌によって食品廃棄物の発酵が進んでバイオガスが発生する。生成

したバイオガスを発電機に送りながら常に電力を作ることができる。 

 

最後に発酵後に残った液体は「消化・酵素液槽」に移し、水処理設備で水質を改善してから、近くの

河川に放流して全体の工程が完了する。このように食品廃棄物の投入から発酵・発電、廃液の処理まで

の工程を繰り返して、リサイクルの取り組みが続けられる（図 4、次ページ）。 
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図 4◇食品廃棄物の搬入からバイオガス発電までの流れ。出典：ゲネシス 
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2．発電事業の詳細 

 

牧之原バイオガス発電所は約 1 年間の建設工事を経て、2016 年 11 月に試運転を開始した。そこから

約 4 カ月間は食品廃棄物の自動配合や発酵時の温度調整を続けながら、すべての機器を連動させる作業

に多くの時間を費やした。各種の調整が完了して、構想開始から 4 年後の 2017 年 3 月に、食品廃棄物

を利用したバイオガス発電所が商用運転を開始した。 

 

バイオガス発電機はヤンマー製の出力 325kW（キロワット）の製品を 2 台導入した（写真 2）。合計で

650kW の発電能力があるが、現在のところ平均して 500kW 程度の出力で運転している。1 日 24 時間の

連続運転により、定期メンテナンスの期間を除いて年間で約 340 日の稼働が可能だ。年間の発電量は約

400 万 kWh（キロワット時）を想定している。一般家庭の電力使用量（年間 3600kWh）に換算すると 1100

世帯分に相当する。 

写真 2 バイオガス発電機の外観 

 

発電した電力は固定価格買取制度で全量を中部電力に売電する。メタン発酵によるバイオガス発電の

買取価格は 1kWh あたり 39 円（税別）で、年間の売電収入は 1 億 5600 万円になる。買取期間の 20 年

間の累計では 30 億円を超える見通しだ。毎年の運転維持費は公表していないが、食品廃棄物の処理施設

を含めて発電所全体の建設にかかった初期投資の 20 億円を含めて十分に回収できるめどは立っている。 
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食品廃棄物を利用したバイオガス発電には、収益面で有利な条件がある。燃料の元になる食品廃棄物は

購入するわけではなく、食品工場などから処理費を徴収して収集できる。食品廃棄物の場合には、1 キロ

グラムあたり 20～25 円程度が標準的な処理費である。通常は廃棄物を焼却処理する場合が多いが、牧之

原バイオガス発電所では固形で発酵に向かないものを除いてからバイオガスを作り、廃液は肥料に転換

することでリサイクルを推進する。焼却処理と比べて収入を増やせるメリットがある。しかも地域の食品

工場から廃棄物を安定して調達できる点も発電事業には有利だ。 

 

 バイオガス発電所に運び込まれる食品廃棄物の量は 1 日あたり約 80 トンにのぼる。固形の廃棄物は野

菜や魚・肉などの残渣、液状のものは乳製品の加工工場などの廃液、汚泥状（固形と液状の中間）の廃棄

物にはプリンやゼリーの残渣のほか、名産品の茶葉を利用した飲料工場から茶殻が大量に送られてくる。

大半は静岡県内の工場で発生する食品廃棄物だが、一部は近隣の県から回収するものもある。固形の廃棄

物には包装した状態の賞味期限切れのチョコレートなどもあり、機械を使って開封してから、中身を砕い

て発酵槽に投入する（写真 3、4、5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3◇バイオガスの

原料になる固形の食品

廃棄物。生野菜の残渣

（上）、賞味期限を過ぎ

たチョコレート（右） 
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写真 4◇固体の食品廃棄物を破砕・投入する施設 

 

写真 5◇食品廃棄物を投入する施設。左側が液状・汚泥状、右側が固形（バラの状態）の投入口 
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 牧之原バイオガス発電所の敷地面積は約 1400 坪（4600 平方メートル）あり、その中に発酵タンクを

2 基備えている（写真 6）。「1400 坪の用地を対象にバイオガス発電所を設計した結果、1 日の廃棄物の

処理量は 80 トンが最適だった」（アーキアエナジーの大橋氏）。それをもとにバイオガスの製造量を計算

して、発電機の出力を最大 650kW で想定した。 

 

写真 6◇発酵タンク（オレンジ・青の 2 つ）と消化・酵素液槽（緑）。オレンジは太陽、青は太平洋の

海、緑は名産品の緑茶をイメージ。廃棄物を削減するための 3R（リデュース、リユース、リサイクル）

のシンボルカラーでもある 

 

 発電所の日々の運営は、事業会社のゲネシスの社員 14 人が分担している。このうち 4 人は施設全体の

管理とメンテナンスを 24 時間体制で担当する。「最も重要な発酵工程の制御は、温度・配合・送液の量

とタイミングをあらかじめ設定して自動化しているため、人手による細かな調整は不要である」（大橋氏）。

それ以外の要員は日中に廃棄物の運搬や投入、機械の調整を担当する。事務作業の担当者を含めて 14 人

全員を協定に従って地元で雇用した。 

 

 住民から求められた臭気対策も徹底した。メタン発酵に利用するタンクと周辺の設備はパイプで接続

しているため、臭気が外部にもれることはない。食品廃棄物の投入口や水処理施設（写真 7）は臭気が発

生しやすいことから、活性炭を使った脱臭処理を実施している。加えて廃棄物を保管・投入する施設には

シート型のシャッターを採用して瞬時に開閉できるようにしたほか、空気の流れが施設の内部に向かう

ように換気を設計した。 
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写真 7◇水処理施設（左側のコンクリート造り） 

右側のトラックが停まっている施設で消化・酵素液を脱水処理して後に、薬剤を使って水質を改善 

 

 バイオガス発電所が商用運転を開始する直前に、約 60 人の住民を招待して内覧会を開いた。「実際に

稼働している施設を見ていただき、臭気も確認してもらった。ほとんどにおいを感じることなく、安心し

ていただけたと思う」（大橋氏）。発電所の用地の境界線上で 6 カ月に 1 回の頻度で臭気を測定している

が、協定どおりに指数は 10 を下回っている。夏の臭気が最も強くなるが、2017 年 8 月に実施した測定

結果でも 10 未満だった。「これまでのところ住民からの苦情は 1 件もない」（牧之原市役所の大石氏）。 

 

 発酵後の消化・酵素液は脱水後に浄化して河川へ放流する一方、脱水して残った汚泥は農業用の肥料と

してリサイクルする。さらに脱水後の液体も肥料として再利用することを地域の農業協同組合と検討中

である。名産品の緑茶やミカン、イチゴやイモなどを有機肥料で生産して牧之原ブランドの農作物として

売り出す計画で、2018 年内に開始できる見込みだ。 

 

 このほかにバイオガス発電に伴う排熱を発酵用の加温に利用する。気温が低い冬には排熱のほぼ全量

を加温に使い切る。余った熱があれば 20～30℃の温水を作り、施設内の床や運搬用の車両の洗浄に利用

している。洗浄に使った排水をメタン発酵にも利用するため、洗剤を使わずに温水で汚れを落とす。 
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3．今後の計画 

 

計画どおりに運転を続ける牧之原バイオガス発電所は、20 年間の買取期間が終了した後も事業を継続

する予定だ。食品廃棄物の処理費を安定した収入源として見込めるため、売電価格が下がっても収支を成

り立たせることは可能である。20 年後には初期投資も回収できている。運転維持費を上回る売電収入を

得ることができれば、発電事業の継続に支障はない。 

 

 バイオガスによる発電量を増やす計画の 1 つとして、牧之原市内の家庭や事業所から排出する一般廃

棄物を利用することも検討している。ただし家庭の場合には可燃ごみとして食品以外の廃棄物も混在し

ているため、食品だけを分別する収集手段が必要になる。牧之原市役所で環境政策係主幹を務める永田高

章氏は「学校給食やコンビニ弁当などの廃棄物を対象にすれば、分別して収集しやすいだろう」とみる。

バイオガス発電に利用できる食品廃棄物の対象が広がれば、市内の廃棄物を減らすことができる。 

 

 牧之原市は 2013 年に策定したエネルギータウン構想のもと、自然エネルギーの導入を積極的に推進し

てきた。「市内で稼働している太陽光・風力・バイオマスの発電設備を合わせると、2016 年度には全家庭

（1 万 6000 世帯）が消費する電力量の 1.6 倍に相当する発電量まで拡大した」（永田氏）。 

 

ところが最近は太陽光発電に適した空き地が市内に少なくなっている。風力発電は騒音や低周波音の

問題があり、ガイドラインを策定して建設対象地区を制限する方針だ。今後も牧之原市で自然エネルギー

の導入量を増やすために、食品廃棄物を利用したバイオガス発電に対する期待は大きい。 

 

 日本全体では年間に 2000 万トン近い大量の食品廃棄物が発生する（図 5）。大半は食品工場から排出

する廃棄物で、農業用の肥料や畜産業の飼料としてリサイクルする取り組みが進んでいる。ただし全国的

に農業や畜産業の生産量が少なくなり、肥料・飼料の必要量は減ってきた。「食品廃棄物のリサイクルを

推進する観点から、今後ますますバイオガス発電のニーズが高まっていくだろう」（アーキアエナジーの

大橋氏）。 

 

図 5◇国全体の食品廃棄物等の発生量（2014 年度）。出典：環境省 
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 アーキアエナジーは牧之原バイオガス発電所で採用した事業モデルを全国各地に展開する計画を推進

していく。敷地面積を約 1400 坪に設定して、食品廃棄物の量やバイオガス発電の規模も統一したパッケ

ージを市町村ごとに導入するモデルである。 

 

まもなく東京都の羽村市で建設工事に入り、2019 年 12 月に運転を開始する予定だ。続いて愛知県の

小牧市でも 2020 年 3 月の稼働に向けて着工準備が進んでいる。このほかに関西や北関東など 4 カ所で

同様の開発計画があり、牧之原市を含めて合計 7 カ所に食品廃棄物を利用したバイオガス発電所が稼働

する見込みである。 
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