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緒 言

近年、「家畜排せつ物の管理の適性化及び利用の促進

に関する法律」の管理基準の猶予終了期限（2004年10月

31日）に向け、各地で堆肥化施設の建設が進んでいる。

一方、堆肥の利用者である耕種農家サイドでは有機農業

への関心はあるものの、散布時の労力不足などの理由に

より堆肥の利用は進んでいない。

このような状況の中で、土壌改良資材的に利用されて

いる牛糞堆肥を除けば、機械による散布が容易で（ペレ

ット化等）、肥料成分が比較的高く、かつ安定している

ことが、堆肥の利用促進の条件として考えられる。そこ

で、窒素等肥料成分が比較的高い豚ふんを用いて、低度

化成肥料１）並の肥料成分（窒素含有量５％程度）を有す

る有機質肥料を製造するための技術開発を目標として試

験を実施した。なお、この研究は産官共同研究「家畜ふ

ん堆肥を原料にした有機質肥料の開発と施用技術の確

立」の一環として実施した。

材料及び方法

１ 供試堆肥原料

豚ふんはスクレーパー方式でふん尿分離されたものを

用いた。戻し堆肥は、豚ふんと粉砕せん定枝を容積比１

：１で混合し、好気的条件で12週間堆積したものを用い、

バークは粉砕、植繊化されたものを用いた。腐植酸資材

（以下、腐植酸）として、亜炭を硝酸酸化させることに

より生成したものを用いた（表１、２）。なお、本試験

は２回に分けて実施し、第１回を2002年７月30日に第２

回を2002年10月10日に開始した。

２ 試験区の構成

混合比は、豚ふんと副資材を容積比で１：１とした。

第１回試験では副資材としてバーク（Ｂ)100％区(Ｂ

区)と、バークと戻し堆肥（Ｃ)を各50％とした区(ＢＣ

区)を設け、それぞれに腐植酸資材（Ｈ)無添加区と豚ふ

んの重量比３％添加区(Ｈ区)を設けた。なお、水分調整

のため腐植酸資材無添加区には同様の比率でバーミキュ

ライトを添加した（表３、４）。

第２回試験では副資材としてバークと戻し堆肥を各50

％とした区(ＢＣ区)と戻し堆肥100％区(Ｃ区)を設け、

それぞれに毎分容積の５％通気する区と、その1/2量を

通気する区(1/2区)を設けた。また、すべての区に豚ふ

んの重量比2.4％の腐植酸を添加した（表５、６）。

３ 堆肥化装置及び方法

堆肥化は150Ｌ (500×500×600 ㎜)､厚さ10 ㎜の合成樹

脂製堆肥箱２）を用いて行った。通気期間は８週間とし、

その後通気を中止し、４週間堆積した。切り返しは最初

４週間までは毎週１回、その後は２～４週間間隔とした。

４ 調査項目

分析用サンプルは切り返し時に採取した。調査項目は

発酵温度、重量、成分（水分、有機物、無機物等）で、

水分､pH、電気伝導度（以下ＥＣ）、全窒素はサンプリ

ング後直ちに測定した。その他の項目は65℃で48時間風

乾後粉砕し、分析に供した。なお、第２週目以降の堆肥

重量については、サンプリングの影響を排除するため、

補正係数（サンプリング前重量／前週サンプリング後重

量）を前週の重量（２週目以降は補正した重量）に乗じ

て求めた。

発酵温度は堆肥の中心部の温度を連続して測定した。

水分は105℃24時間加熱乾燥後デシケータ内で室温に戻

し測定した。ｐＨ、ＥＣについては、堆肥10 gに蒸留水

100 mLを加え、30分間振とう後ｐＨメーター及びＥＣメ

ーターで測定した。全窒素はサルチル酸硫酸分解法（ガ

ンニング変法）、全炭素はＣＮコーダ（島津製作所製

SUMIGRAPH N Ｃ-800）、無機成分はマイクロウエー
ブ分解装置を用いて湿式灰化後、リン酸は比色法により

自動分析計（オリンパス社製KL-500）、その他は原子吸

光分光光度計（セイコー電子製SAS-7500）により測定し
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表1 第１回試験堆肥化材料の成分（％）
材 料 水 分 有機物 灰分 乾物中 T-N
豚ふん 79.3 17.2 3.5 4.4
バーク 45.5 43.5 11.0 0.5
戻し堆肥 36.5 49.7 13.8 3.9
腐植酸 16.7 74.9 8.4 4.0
ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ 0.7 1.8 97.5 0.2

表２ 第２回試験堆肥化材料の成分（％）
材 料 水 分 有機物 灰分 乾物中 T-N
豚ふん 77.0 19.4 3.6 4.5
バーク 34.3 49.7 16.0 0.4
戻し堆肥 30.9 46.0 23.1 3.5
腐植酸 15.1 76.0 8.9 4.0

表３ 第１回試験の試験設計（容積比）
試験区 豚ふん：バーク：戻し堆肥 添加物
B 区 1 1 0 ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ

BC 区 1 0.5 0.5 ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ
BH 区 1 1 0 腐植酸資材
BCH 区 1 0.5 0.5 腐植酸資材

表４ 第１回試験の試験設計（重量）
試験区 豚ふん バーク 戻し堆肥 ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ 腐植酸資材
B 区 68.6 19.2 0.0 2.1 0.0

BC 区 70.5 10.1 10.8 2.2 0.0
BH 区 70.8 20.5 0.0 0.0 2.2
BCH 区 73.3 10.7 11.5 0.0 2.3

表５ 第２回試験の試験設計（容積比）
試験区 豚ふん:バーク:戻し堆肥 添加物 通気量
BCH 区 1 0.5 0.5 腐食 5.0％
BCH1/2区 1 0.5 0.5 腐食 2.5％
CH 区 1 0 1 腐食 5.0％
CH1/2 区 1 0 1 腐食 2.5％
注：通気量は資材容積に対する毎分量

表６ 第２回試験の試験設計（重量）
試験区 豚ふん バーク 戻し堆肥 腐食
BCH 区 100.2 12.0 12.0 2.4
BCH1/2区 99.1 12.0 12.0 2.4
CH 区 101.0 0.0 24.0 2.4
CH1/2 区 103.6 0.0 24.0 2.4
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た。有機物は電気炉を用いて550℃、４時間加熱により

粗灰分を求め、乾物量から差し引いて求めた３)。

試験結果

１ 発酵温度及び有機物分解の推移

第１回試験では発酵温度は48時間で約70℃に上昇した。

Ｂ区の上昇が若干速かったものの大きな差はなかった。

有機物の分解は戻し堆肥と腐植酸を混合したＢＣＨ区が

最も速かったが、最終的に大きな差はなかった（図１、

２）。

第２回試験では通気量を半分にしたＢＣＨ1/2区とＣ

Ｈ1/2区で温度の上昇が遅れ、70℃に達したのは72時間

後であった。しかし、その後の温度はほぼ同様に変化し

た。また、有機物の分解は戻し堆肥だけを混合したＣＨ

区とＣＨ1/2区で速く、４週目で40％以上となった。こ

の差は最後まで変わらなかった（図３、４）。

以上のように第２回試験において発酵速度に差がみら

れたものの、すべての区において順調に堆肥化が進展し

た。

２ 窒素含有率の推移

第１回試験では開始時の窒素含有率は、戻し堆肥を混

合したＢＣ区とＢＣＨ区で高かったが、１週目で腐植酸

が添加されていないＢ区とＢＣ区の窒素含有率が低下し

た。その結果、ＢＣＨ区･ＢＨ区･ＢＣ区･Ｂ区の順とな

りその後はほぼ安定し、腐植酸資材を混合した試験区の

窒素含有率が高かった（図５）。

第２回試験では開始時の窒素含有率は戻し堆肥を副資

材の100％としたＣＨ区とＣＨ1/2区で高かった。１週目

で戻し堆肥を50％としたＢＣＨ区とＢＣＨ1/2区が低下

若しくは停滞したのに対し、ＣＨ区とＣＨ1/2区では上

昇がみられたためその差は増大した。４週以降安定し、

最終的にＣＨ1/2区・ＣＨ区・ＢＣＨ1/2区・ＢＣＨ区の

順となり、戻し堆肥が多い場合及び通気量が少ない場合

に窒素含有量は高くなった（図６）。

この結果、戻し堆肥利用による開始時点の高窒素、腐

植酸資材の添加、通気量の低減はいずれも堆肥の窒素成

分量の向上に効果があり、これらを組み合わせることに

より堆肥の窒素含有率を乾物中５％程度に高めることは

可能であった。

３ 堆肥の成分

堆肥の成分は表７及び表８のとおりであった。窒素以

外の成分量はおおむね戻し堆肥の混合割合と比例してお

り、戻し堆肥100％利用の第２回試験ＣＨ区・ＣＨ1/2区

で高かった。しかし、これらの区の成分についても特に

バランスが崩れているわけではなく、肥料として利用す

ることに支障はないと思われる。

考 察

今回の試験は豚ふんを原料として、低度化成肥料並み

の肥料成分（窒素含有率５％）を有する有機質肥料の製

造法を確立する目的で実施した。２回の試験の結果、今

回試みた手法を組み合わせることにより、乾物中の窒素

含有率５％を達成することが可能であった。すなわち、

腐植酸資材の添加、通気量の引下げ（容積の2.5％）副

資材として戻し堆肥の100％利用の３点である。

腐植酸資材の添加効果は、強酸性物質である腐植酸資

材がアンモニアを吸着することにより、発酵初期のアン

モニア揮散を防ぐためと思われる。この時点の窒素成分

の差はその後も変わらなかったことから、硝酸態窒素に

変化した部分もあると思われる。
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通気量低減による効果は、温度上昇の遅れによるアン

モニアガス発生量の減少、風圧による揮散量の減少など

が考えられる。通気量は堆肥化施設設計マニュアル等４)

において堆肥容積の５～10％とされている。今回はこの

下限値の1/2である2.5％で試験を実施した。積込み直後

の温度上昇が約24時間遅れたものの、その後の発酵温度

の推移に差はなく、最終的な有機物分解率にも差はなか

った。原材料の水分及び通気性などの条件が良好であれ

ば通気量を減らすことは有効な対策である。

副資材の効果は原料窒素成分の上昇であり、この点で

は効果が認められた。戻し堆肥の利用は、現場では一部

で実施されているが、ECの上昇などマイナス面が強調さ

れがちである。今回の試験の目的のような肥料価値を付

加した堆肥の生産、化成肥料の代用というような使い方

であれば使用量も少なく、高ECという点は問題にならな

いと思われる。本試験でバークを副資材として用いた標

準区（第１回Ｂ区）の窒素含有率は3.6％であった。日

置らの調査５)によれば、本県で生産されている豚ふん堆

肥の平均窒素含有率は3.5％であり、戻し堆肥を利用し

たものが4.0％と最も高く、本試験結果と一致している。

戻し堆肥を副資材として利用することにより、亜鉛及

び銅の含有量が増加したことも、この調査と同様の結果

となった。豚ふん中の亜鉛及び銅の含有量が高く土壌へ

の蓄積が問題視されており、本県でも「家畜ふん堆肥の

品質基準」の中で、亜鉛900 mg/kg 若しくは銅300 mg/

kg以上のものは、窒素含有率にかかわらず有機質資材施

用基準の５割を上限とするとされている。今回製造され

た堆肥はいずれもこの基準未満であったが、戻し堆肥の

利用においては窒素だけでなくすべての成分含量が上昇

することから注意が必要である。なお、増田ら6)によれ

ば、フィターゼを添加することにより発育等の生産性を

維持しながら、肥育期に排泄される銅及び亜鉛の量をそ

れぞれ約80％及び70％削減できるとしている。このよう

な飼料給与技術が一般化すれば、戻し堆肥の利用をさら

に進めることも可能となる。

製造コストの面を考えると腐植酸資材の添加はその分

だけコストの上昇をもたらすものの、通気量の引下げ及

び戻し堆肥の利用はコストの引下げ要因となる。また、

アンモニアの大気中への揮散量を低減することは社会的

要請でもある。

加納ら７)によれば、豚ふん堆肥では水分20％でペレッ

ト化した場合、カビの発生、肥料成分の変化もなくハン

ドリングの改善につながることから、家畜ふん堆肥の利

用を促進できるとしている。現在まで製造コストの面か

らこの技術はほとんど実用化されていないが、今回の技

術を組み合わせることにより、ある程度コストは高くて

も肥料価値が高く、扱いやすい堆肥、すなわち新有機質

肥料の製造が実用化されれば、家畜ふん堆肥の新たな用

途拡大が期待される。

謝辞：本試験を実施するに当たり、バークを提供してい

ただいたＪＡみなみ田原堆肥センター及び腐植酸資材

（カオラン）を提供していただいた日本重化学工業の皆

様に感謝の意を表します。

引用文献

1. 三好 洋ほか，土壌肥料用語辞典，東京，農文協，

1983，258P

2. 榊原幹男,平山鉄夫,増田達明,加納正俊．家畜ふん堆

肥化に対する梨剪定枝粉砕形状の影響. 愛知農総試研

報.34，287-292(2002)

3. 藤原俊六郎ほか．堆肥等有機物分析法，東京，日本

土壌協会,2000,217P.

4. 中央畜産会.堆肥化施設設計マニュアル,2000､246P.

5. 日置雅之,北村秀教,久野智香子,加藤 保.愛知県で生

産される家畜ふん堆肥の化学組成. 愛知農総試研報.

33,237-243(2001)

6. 増田達明,平山鉄夫,榊原幹男,加納正敏．豚からの銅

・亜鉛無添加飼料に対するフィターゼ添加が肥育豚に

及ぼす影響. 愛知農総試研報.34，208-212(2002)

7. 加納正敏,豊島浩一,大橋秀一,増田達明,田中 明,福

留 豊,藤本栄一.家畜ふん堆肥のブレンド及び成型技

術. 愛知農総試研報.29,299-304(1997)

表７ 第１回堆肥の成分（乾物中％、Zn･Ｃuはmg/kg）
試験区 N P2O5 K2O CaO MgO Zn Cu
Ｂ 区 3.59 1.67 3.14 3.36 1.62 442 4
ＢC 区 3.80 3.20 3.61 4.98 1.67 599 12
ＢＨ 区 4.12 3.70 2.59 3.87 1.22 385 4
ＢＣＨ区 4.38 5.08 3.16 5.10 1.41 599 128

表８ 第２回堆肥の成分（乾物中％、Zn･Cuはmg/kg）
試験区 N P2O5 K2O CaO MgO Zn Cu
ＢＣＨ区 4.10 3.27 3.46 6.60 1.70 665 248
ＢＣＨ1/2区 4.22 4.10 3.14 6.57 1.73 628 189
ＣＨ区 4.61 5.21 4.35 6.56 2.25 796 199
ＣＨ1/2区 5.00 5.83 4.28 6.92 2.35 768 170


