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（概要版）

愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課

資料３

★国（地球温暖化対策計画：R3.10）
⻑期目標：「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指す
中期目標：2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量46.0％の削減

★愛媛県（愛媛県地球温暖化対策実行計画：R2.2 ※R5改定予定）
⻑期目標：2050年に温室効果ガス排出実質ゼロの『脱炭素社会』
中期目標：2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量27.0％の削減

★菅首相の所信表明（R2.10）
「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」と宣言

事業概要

温室効果ガスの排出量の削減目標

地球温暖化対策は喫緊の課題！ 温室効果ガスの排出削減への取組みが不可欠
・⻄⽇本豪⾬災害、⼤型台風、猛暑、熱中症の増加、農作物の⾼温障害
・県⺠の⽣命・安全や社会基盤、⽣態系、県⺠⽣活等に深刻な影響

背景・課題

とべ動物園において、動物園から排出される糞尿や餌の残渣等を発酵させて、
発⽣するバイオガスを燃焼させて発電するとともに、燃焼時に発⽣する熱も有効
に活用するバイオガス発電・熱利用の設備の導入を検討（令和元年度及び２年度
の２か年で導入可能性の調査を実施）
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何故、とべ動物園で事業を実施するのか

・バイオガス発電の課題は、①原料となる動物の糞尿や食品廃棄物の安定的な
確保、②原料の輸送、②発酵残渣物の活用の３点であるが、とべ動物園は、
毎⽇、動物の糞尿等が⼤量に発⽣しており、園内に発電設備を整備すれば、
収集運搬も問題なく、発酵残渣も園内散布や近隣住⺠に頒布することが可能

・動物の“うんち”から電気や熱が⽣まれる仕組みは、来園者にとって親しみや
すく、特に子どもの興味・関心を惹くのに最適な題材であり、敷地内で施設
を実際に見学することができ、より効果的な普及啓発が可能

・実現すれば、動物園では全国初で、世界でも数例であることから、先進的な
取組みとして注目され、広くＰＲすることが可能

以上のことを踏まえ、Ｒ元〜２年度にかけ、国の補助金（エネルギー構
造⾼度化・転換理解促進事業）を活用して、バイオガス発電・熱利用設
備の導入可能性調査を実施

①省エネルギーの徹底 ＝ エネルギーの消費量を削減
②再生可能エネルギーの導入促進 ＝ エネルギーを⽣み出す段階で温室効

果ガス排出量を削減

温室効果ガスの排出削減の方策

期待される効果

• 2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す本県の取組みを広く周知できる。
• 動物の“うんち”から電気や熱が⽣まれるという仕組みは、来園者に親しみや

すく、特に子どもの興味を惹くもので、動物園ならではの最適な題材である。
• 原材料（うんち等）から利用先（動物園内）まで一連の設備を実際に見学す

ることができ、バイオガス発電・熱利用についての効果的な普及啓発が可能
である。

地球温暖化対策についての普及啓発効果

• 動物園での取組みは全国初となるものであり、環境に優しい動物園として魅
力度アップにつながるとともに、報道等で取り上げられることで、県内外に
広くＰＲすることができる。

• 視察者も含めた来園者の増加が期待できる。

動物園の魅力向上・ＰＲ効果

•発電による電気料金の削減、熱利用による燃料購入費の削減等が見込まれる。
設備管理効果

•食品残渣や汚泥等の廃棄物の運搬・処理に多額な経費を要している県内事業
者や近隣からの原材料調達で運用が可能な小規模のバイオガス発電・熱利用
設備のモデルケースとして、県内の食品加工業者、農林水産業者等による導
入が期待できる。

地域への波及効果



★とべ動物園の現状
2019年7月現在、164種760数（哺乳類75種419頭、鳥類53種165羽、爬虫類

32種160匹、両⽣類4種16匹）を飼育しており、動物糞尿、餌の残渣、敷き藁
等の排出量は、１⽇約２ｔとなっている。

査調度年元 果結

●バイオガス発生量試験
・動物糞から89.6N㎥/ｔのガス発⽣量を確認した。（図１）

図１ ラボ試験の結果（動物糞150gに対して、13,041Nmlのガスが発生）

★バイオガス発生量試験（ラボ試験）及び実地実験

図２ 実地試験の原料及び結果

●実地実験
・動物糞に加えて敷き藁や汚泥等も使用したところ、藁がポンプを詰まらせ、

発酵を阻害することが確認された。
・前処理として藁の破砕を試みたが、水分を含んだ藁の破砕は困難であった。
・このため、藁の含有が少なく排出量が多い「ゾウ糞・カバ糞」に限定して

試験したところ、ラボ試験値に近いガス発⽣量が確認された。（図２）



★発酵方式の選定
設置場所や、現在の設備との兼ね合い、乾式と湿式の多分野における実績や排

水処理量等のメリット・デメリットを比較検討した結果、とべ動物園への導入は
湿式が適していることが確認された。

収入（発電機運転削減効果） 2,190,000  円／年
支出（ランニングコスト） 1,275,430  円／年
利益 914,570  円／年

★バイオガス発電導入がもたらす効果（年間発電量の試算）
・試験結果より、バイオガスによる年間発電量は以下のとおり試算された。

電力量（MWh） 金額（円）
年間発電電力 109.5 2,190,000 ※

※ とべ動物園の令和元年度買電単価（20円/kWh）から算出
・回収した熱は、発酵槽の保温に活用する以外に、40℃の温水として

450ℓ/ｈ程度の利用が可能である。

★事業性・採算 性の把握
バイオガス発電を行うことで発⽣する年間の支出、収入及び利益は、以下のと

おりであり、年間を通して約90万円に利益が⽣じる見込みであった。

★設置場所の選定
・コジェネレーション

システムは、本事業
を最⼤限にPRする施
設であることから、
来園者が通る道沿い
に設置する。

・前処理設備は、原料
の投入口となる原料
保管庫（堆肥場）が
隣接していることが
望ましい。さらに、
動物園職員の作業性
を考慮し、現状動物
糞を搬入している堆
肥場に隣接するよう
設置場所を選定した。

・メタン発酵槽は、前
処理施設と隣接しか
つ設置に必要な面積
が確保できる場所を
選定した。
（図３参照）

図３ 設備配置案



★基本設計図書の作成
・動物園職員への負担が最小限

になるよう考慮し、作業のフ
ローを図４のシステムフロー
のとおりとした。

・ホイルローダーを使用し原料
投入後、電源を入れるところ
以降は自動で処理を行う。

図４ システムフロー図

★デメリットと課題
・ゾウ糞やカバ糞など藁の含有率が低い糞を原料として用いることで、より

多くのバイオガスが発⽣し、最も効果的な施設を設置できることが判明し
たが、この場合、原材料として投入する糞の分別作業が別途必要となる。

・ゾウ糞・カバ糞のみを原料とすることは物理的に可能であるが、分別にか
かる作業量は多く、職員への負担が⼤きくなるため、⽇常の作業として追
加することは、現実的に困難であることが判明した。

・このため、今後、動物糞と藁を分別することなく、全量投入した際の課題
（ガス発⽣量、水分を含んだ⻑尺の藁の破砕等）の解消を目的としたより
詳細な調査及び検討が必要である。

⇒ 技術的課題の解決を目指し、令和２年度に詳細な調査を実施

★工事費の積算
本事業の概算工事費は、次のとおり。

項 目 金額（千円）

設備導入費
機 器 費 245,630

工 事 費 111,316

土木工事費 27,650

計 384,596



★破砕試験
＜技術的課題（濡れた⻑尺藁の破砕）の解決に向けた調査検討＞
◯方法の検討 … フランスのボーバル動物園に導入されている前処理機（図５

参照）を活用し、破砕機、撹拌タンク・グラインダーによる
２段階破砕を実施。

◯試 験 結 果…消化液を加えた破砕試験の結果、５〜10㎝まで破砕することが
できた。

⇒ 消化液を加えた２段階破砕を行うとともに、ポンプ口径等の設備全体の
設計を工夫することにより、配管の閉塞は解消できる。

査調度年２ 果結

破砕機

移送スクリュー

グラインダー

ロブポンプ

攪拌タンク

図５ ボーバル動物園で活用されている前処理機

図６ 破砕後

★発酵試験
・とべ動物園から原材料のサンプルを採取し、成分分析及び発酵試験を実施。
・原材料の成分分析結果及びメタンポテンシャル試験の結果は、以下のとおり。

原 料 総排出量
（ｔ/年）

固形分
（％）

有機物量
（％）

メタンポテンシャル
（mLCH4/gVS）

ガス生産量
(N㎥biogas/h)

汚泥以外 730 42.7 39.8 336※1 8.65 ※1

汚 泥 438 19.0 38.6 18.1※2 0.12 ※2

計 1,168 − − − 8.77 

※1 汚泥による発酵阻害（30％）と実設備による損失（5％）を加味
※2 実設備による損失（5％）を加味

・汚泥に含まれる凝集剤の影響によ
り、汚泥以外の原材料の発酵が30
％削減される。

・汚泥以外の原材料の有機物量が、
類似の原材料と比べて低い。
（とべ動物園の動物展示方法は自

然環境に近いため、回収する原
材料に砂が多く混入することが
原因と考えられる。）

図７ メタンガスポテンシャル試験結果



★ガス発生量等の算出
設備導入後のエネルギー収支は、図８のとおり。

図８ エネルギー収支フロー図

原料 t/年 %TS

動物糞 730 42.7

動物園汚泥 438 19.0

発酵槽
有効容量500㎥

滞留日数52日

CHP 25 kW

32% 電気効率
52% 熱効率

原料
1168トン/年
33.81%TS

プラントエネルギー消費
電気： 55MWh/年
熱 ：130MWh/年

二次利用可能なエネルギー

8.8 N㎥ / h

55 %  CH4

420Mwh/年

バイオガス生産
破砕機

8㎥

エネルギー生産
電気：125MWh/年
熱 ：203MWh/年

プレミックス

原料投入
13975トン/年
12.9%TS

希釈水
1400トン/年
0.5%TS

消化液
900トン/年
7.7%TS

固形消化残渣置場
消化液

下水処理場へ

電気：70MWh/年
熱 ：73MWh/年

消化液
2751トン/年
7.7%TS

消化液
3370トン/年
11.1%TS

固液分離

固形
619トン/年
26.0%TS

消化液
1851トン/年
7.7%TS

消化液
12807トン/年
11.1%TS

★エネルギー収支
・試験結果より、想定される電力エネルギーの収支は、以下のとおり。

※ とべ動物園の令和２年度買電単価（19円/kWh）から算出

★コスト
設備導入及び維持管理に要する概算経費は、以下のとおり。

◯イニシャルコスト ※国庫補助活用 ○ランニングコスト（１年あたり）

※ 想定できる全てのメンテナンスを最⼤限含む。

電力量
（MWh） 金額（円）

年間発電電力 125.0 2,375,000 ※

年間消費電力 55.0 1,045,000 ※

差し引き 70.0 1,330,000

項 目 金額（千円）
機 器 費 195,400

整 備 費 159,415

そ の 他
（試運転、啓発資材） 4,720

計 359,535

項 目 金額（千円）
部品交換 3,438

その他保守、
分析、管理 1,799

計 5,237



★設備設計
導入設備の基本設計は、図９のとおり。

図２ 設備設計図

堆肥場
汚水処理場

発電装置（コージェネ設備）

メタン発酵槽

受入設備、前処理設備

正面入口ゲート

図９ 設備設計図

★まとめ
◯定量評価

・温室効果ガス排出量
これまで⼤気中に放出されていたメタンガスを回収し、発電を行うこと

となるため、年間約713ｔ-CO2の温室効果ガスの排出削減が期待できる。
・収支

調査の結果、年間約70MWhの電気エネルギーが動物園において活用で
きることとなり、発電により削減可能な買電量をエネルギー収入とした場
合、年間約1,330千円の収入があり、維持費約889千円が削減されることと
なるが、一方でランニングコスト等の支出が年間約5,237千円必要となる
ため、年間約3,018千円の支出超過が発⽣する。

◯定性評価
・作業

本施設は、運搬してきた原材料を直接投入できる設計としているため、
導入前後で作業量に⼤きな変化は⽣じない一方で、堆肥化に際して作業員
が実施してきたホイールローダーによる原材料の投入作業がなくなること
から、作業員の負担軽減が期待できる。

・普及啓発効果
動物の糞から発電が行われる親しみやすい題材について、一連の設備を

実際に見学可能とすることで、効果的な普及啓発が可能と考えられ、全国
の動物園では初めての取組みとなることから、県内外へ広くＰＲでき、視
察も含めた来園者の増加が期待できる。



・今後の展開
とべ動物園では、糞尿、藁等の廃棄物を全量堆肥化し園内への散布など

を行っていることに加え、園内に汚水処理設備を有していることから、一
般の畜産事業等において課題となる糞尿等の運搬・処理や臭気対策にかか
る費用があまり発⽣しておらず、定量評価における収支結果で優位性を示
すことができなかった。

しかしながら、⽇常的に⼤量の食品残渣や汚泥等が発⽣し、その運搬・
処理や環境保全対策に多額な経費を要している場合や近隣からの原材料調
達で運用が可能な場合には、各種コストの削減が見込まれることから、上
記課題を有する事業者等に対し、本事業の結果を参考として提供するなど
により設備の導入が期待できる。

なお、とべ動物園でのバイオガス発電・熱利用設備の導入については、
国補助金の活用を見込んでいたことから、発電した電気は全て自家消費す
ることを想定しているが、バイオガス発電のFIT売電の買取価格は約40円
と⾼めに設定されていることから、売電を行う場合、事業者においては、
収支の改善が見込まれる。

また、バイオガスプラントは規模が⼤きく
なるにつれ、収支の改善が見込まれるスケー
ルメリットがあるため、周辺地域の有機性廃
棄物を集約するバイオガス発電施設の導入な
ど、広域的な資源循環の取組みに対しても波
及効果が期待できる。


