
太陽光発電を利用した家畜ふん尿堆肥化技術の開発

－昼間の８時間通気と牛ふん尿の堆肥化特性及びランニングコスト－

榊原 幹男*・市川 明**・近藤 一*・増田 達明*・中谷 洋*

摘要：太陽光発電電力を利用した堆肥化装置を低コストで効率的に利用するため、昼間の

８時間通気による家畜ふん尿の堆肥化試験を実施した。材料の水分 60、65、70%水準で
それぞれ 24 時間連続通気と比較したところ、発酵温度は立ち上がりがやや遅れるものの、
その後は高く推移し、通気終了後の温度上昇も早かった。水分の減少率は若干低かったも

のの有機物分解率には差がなかった。また、ランニングコストについて試算したところ連

続通気と比較して大幅なコストダウンが可能であった。以上の結果太陽光発電と８時間通

気の組み合わせは低コストでの良質堆肥製造に有効であると思われた。
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Development of Composting Technique Using Solar Energy Generation
－ The Effect of Daytime 8-hour Aeration on Cow Waste Composting

and Economic Evaluation －
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Abstract：To evaluate the efficiency of solar energy generation device as the energy
source of aerating equipment of composting system, composting test different in aeration
time were conducted. Cow wastes adjusted to three moisture content (60,65 and 70%)
were aerated either 8 hours in daytime (8H-aeration) or continuous 24 hours
(24H-aeratino). The initial increase of fermentation temperature were delayed, however,
average temperature maintained higher in 8H-aeratin compared to 24H-aeration. After
4 weeks of aeration period, compost temperature increased rapidly for 8H-aeration
compared to 24H-aeration.
Additionally, according to a trial calculation, there was possibility of drastic cost

cutting. The combination of solar energy generation and 8 hours aeration were useful.
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緒 言

家畜排せつ物法に基づく処理又は保管施設の構造基

準の完全施行を平成16年11月１日に控え、各地で堆肥舎

等の建設が進みつつあるが、すでに一部の地域では堆肥

が余る現象がおきている。今後は製品の高品質化と生産

コストの低減が販売競争を勝ち抜くうえでの一つのカギ

になると思われる。

独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 生

物系特定産業技術研究支援センター（以下生研センタ

ー）では簡易で省力的かつランニングコストが安価な堆

肥化装置として、通気型堆肥舎を基本にし、太陽光発電

電力を利用する自然エネルギー活用型高品質堆肥化装置

を開発し、各地で実証試験を実施している。本県におい

てもこの施設を設置する機会に恵まれたので、実証試験

の一環として、１日８時間通気（以下８Ｈ通気）による

低コスト堆肥化の可能性を実証するため、一般的に行わ

れている24時間連続通気（以下連続通気）との比較試験

を実施したので報告する。

材料及び方法

1. 実験施設の概要

実験に用いた施設（図１）は屋根に３KWの太陽光発

電システムを装備しており、通気ブロアーに0.4kw×３

台、排気ブロアーに0.75kw、脱臭装置の散水ポンプに0.

2ｋｗを利用している。堆肥舎は通常の堆積発酵槽(18㎡

×３槽)でショベルローダーで切り返しを行う。通気は

４週間、毎分堆肥容積の５％量とした。

発酵温度は全長1.8ｍで内部に25㎝間隔で７カ所温度

センサーを配置した多点温度センサーを用いて内部温度

を測定し、表面から50､100及び150㎝の温度を示した。

供試材料2.
供試材料はオガコで尿を吸着した肉牛のふん尿を使

用した。ただし、供試材料の水分含量を60､65､70%の三

段階とするため、試験２においては乳牛のふん尿混合物

を添加し70%とした。堆積高は約2mとし、各試験ごとに

連続通気と８H通気区を設けた。供試材料の水分含量及

び有機物含量は表１のとおりである。試験１は平成15年

４月、試験２は８月、試験３は11月に実施した。

図１　実験用施設の概要
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表１ 各試験の試験材料
※ ※※ ※※試験区 畜種 通気方法 水分 有機物 灰分

試験１ 肉牛 連続 64.6 88.4 11.6

８Ｈ 63.4 88.0 12.0

試験２ 肉牛 連続 71.2 79.5 20.5

＋乳牛 ８Ｈ 68.6 80.4 19.6

試験３ 肉牛 連続 57.7 82.7 17.3

８Ｈ 60.0 82.4 17.6

原物％、 乾物％※ ※※

3. 試験方法

各試験とも通気期間は４週間とし、その間１週間毎に

切り返しを行った。８H通気区の通気時間は午前９時か

ら午後５時までとした。通気終了後２週間は堆肥内部の

温度変化を調査するため堆肥舎内で保管した。２週間後

搬出し、切り返しを行わずに約１カ月間堆積した。

サンプリングは切り返しの都度実施した。堆肥の手前

（前部から約30㎝）、中央部（前部から約200㎝）、奥

（壁から約30㎝）の３カ所から上部（表面から約30㎝）、

中央部（表面から約90㎝）、下部（床面から約30㎝）そ

れぞれ水平方向に３カ所、合計27カ所からそれぞれ約10

ｇ採取し、ビニール袋中で混合した。水分は105℃で24

時間乾燥し、灰分は風乾物を550℃４時間加熱し求めた

。有機物分解率は灰分総量が一定であるとして計算で１）

求めた。

試験結果

1. 発酵温度の推移

発酵温度は各試験とも同様に推移したため、特徴が最

も顕著に表れた試験３の結果を図２・３に示した。最初

の温度上昇は連続通気区が24時間でピーク（約70℃）に

達したのに対し、８Ｈ通気区は32時間でピークとなった。

その後、連続通気区は切り返し後に温度が上昇し、緩や

かに下がる通常の温度変化パターンを繰り返したが、温

度上昇は次第に緩慢となり、第４回の切り返し後はほと

んど上昇しなかった。

８Ｈ通気区は通気の有無に対応して細かく上昇・低

下を繰り返した。この温度変化を詳しく見るために時間

軸を伸ばし、第１週を図４に、第３～４週を図５に示し

た。第１週では多少のズレはあるものの通気による上昇

が見られたが、３～４週では一部を除き通気にともない

温度が低下している。

通気終了後に両区とも緩やかな温度上昇が見られが、

８Ｈ通気区の方が上昇が速く高かった。
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2. 水分及び有機物分解率

３回の試験中の堆肥の水分含量は連続通気区で減少が

大きく、４週目で約６％の差となったが、その後差は減

少した（図６）。

有機物分解率は４週目までは差はなく、その後８Ｈ通

気の方が高く推移した。（図７）

注：表面からの深さで３点のみを示した。
　　 矢印は切り返しを示す。

図２　連続通気の温度変化
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図２　連続通気の温度変化
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図３　８ H通気の温度変化
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図４ ８H通気区１週間の堆肥の温度変化
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図５　８Ｈ通気区３～４週の堆肥の温度変化
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図５　８Ｈ通気区３～４週の堆肥の温度変化
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3. ランニングコストの試算

ランニングコスト試算のための前提条件は以下のとお

りとした。

ア、基本料金は1,020円／ｋｗとする。

イ、利用料金の単価を15円／kwhとする。

ウ、通気ブロアーだけの試算とし、太陽光による発電

可能時間は１日当たり６時間とする。

エ、連続通気は24時間、８Ｈ通気は８時間の稼働とす

る。

オ、売電できるのは余剰電力の１／２とする。

各区のランニングコストの試算結果は、連続通気区

では月当たり14,184円コストがかかるのに対して、８Ｈ

通気区では2,304円、2,430円の売電を考えれば126円の

プラスとなった（表２･３）。

表２ 連続通気のランニングコスト

基本料金 契約電力

0.4kw×3台＝1.2kw

料金

1.2kw ×1,020円＝1,224円/月

利用料金 電力使用量

0.4kw×3台×24時間＝28.8kwh/日

料金

28.8kwh×15円×30日＝12,960円/月

合 計 14,184円/月
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図６ 堆肥水分含量の推移
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表3 ８Ｈ通気のランニングコスト

基本料金 契約電力：0.4kw×3台＝1.2kw

料金：1.2kw ×1,020円＝1,224円/月

利用料金 電力使用量

0.4kw×3台×2時間＝2.4kwh/日

料金

2.4kwh×15円×30日＝1,080円/月

合 計 2,304円／月

売電料金 （3kw－1.2kw ）/2×6時間×15円

＝81円/日

81円×30日＝2,430円/月

差引合計 －126円

考 察

太陽光発電を電源として利用する場合、発電可能な

時間帯に利用することが最も有効である。この観点から

昼間だけの８時間通気による家畜ふん尿の堆肥化試験を

実施したが、発酵温度・有機物分解率から見て、連続通

気と比較して差がなかった。

一般的に堆肥化は好気性菌を利用した好気発酵であ

り、通気することは良質堆肥の製造に必要である。しか

し、通気が発酵抑制に働くことも知られている。藤田に

よれば コンポスト化の最適温度範囲は55～60℃であり、2)

これを超えると微生物の反応速度が小さくなるとしてい

る。また、水分についても50%以下は反応速度が小さい

としている。今回の試験で連続通気区は急激な温度上昇

により微生物反応速度の低下がおきた可能性がある。ま

た、開始時の水分が低かった試験１では第４週、試験３

では第２週に連続通気区で水分が50%以下になっている。

主に急激な温度上昇と水分の低下という２つの要因によ

り連続通気区の発酵温度の上昇が後半少なくなり、有機

物分解率も低くなったと思われる。これらの発酵抑制要

因の除去には通気量の調整や加水が考えられるが容易で

ない。８Ｈ通気は、前半は通気の中止により、後半は通

気の開始により急激な温度上昇を緩和しており、その結

果、水分低下を自然な形で抑制していると思われる。通

気終了後の温度上昇が速く大きかったことは、その時点

の水分が発酵に適当であったことを示している。通気終

了後のいわゆる２次発酵は嫌気性菌により主に難分解性

物質が分解される反応であると言われており、発酵温度

は50℃前後が一般的である。今回の試験では８Ｈ通気区

で70℃まで上昇していること、この間の有機物分解率が

高かったことを考えると無通気状態でも好気性発酵が起

こっていたことが考えられるが、この発酵パターンの解

明にはより詳細な実証試験が必要である。

間欠通気を考える場合そのパターンが問題となる。

今回の試験では太陽光発電との組み合わせを考え、昼間

の８時間通気以外のパターンを検討していない。ある程

度温度や水分低下を抑制することを考えると余り短いイ

ンターバルは効果が少ないと思われるが、今後の検討課

題である。堆肥化施設設計マニュアル によれば、堆積3)

高さ１ｍ以上の堆肥舎の場合、通気量は材料１ｍ 当た3

り毎分0.1 ｍ 前後であり、発酵材料温度が60～70℃以3

上になった場合は間欠通気でもよいとされているが、間

欠通気に関する具体的な事例は示されていない。条件が

整っていればほとんどの場合48時間で60～70℃以上にな

ることが観測されているので、間欠通気について積極的

に取り組むべきであると思われる。

道宗によれば 、本施設と同様の試験用堆肥化装置で4)

通気量、通気時間を変えながら温度や有機物分解率を調

べたところ、60℃以上の温度を最も長く維持できたのは、

通気量を45L/分･ｍ とした区（平均通気時間は7.4時間3

／日）であり、有機物分解率が高かったのは、平均通気

時間4.7時間／日で断続的に通気をおこなった区（通気

量は170 L/分・ｍ ）であった。また、連続通気（通気3

量200 L/分・ｍ ）は60℃以上に上昇しなかった。これ3

らの結果はおおむね本試験結果と一致している。

ランニングコストの試算結果ではねらい通りコスト

ダウンとなった。１日８時間の間欠通気は堆肥の製造期

間や品質に影響を与えることなく、１カ月当たり１万円

余りのコスト低減になり、この額は施設規模に比例して

大きくなるため、速やかに普及すべき技術であると思わ

れる。一方、太陽光発電システムは太陽光パネルなどの

施設費が高価であり、現状では畜産施設への導入は進ん

でいない。今回の実験用施設の場合でも脱臭装置を除い

た施設費、約２千万円のうち太陽光発電システム（制御

関係、温度測定装置を含む）が1/2の約1,000万円であっ

た。技術革新にともなうコストダウンが今後いっそう進

むことが期待されるが、当面は補助事業や地方公共機関

が関与する施設においての利用が考えられる。

本試験を実施するに当たり、独立行政法人農業・謝辞：

生物系特定産業技術研究支援センター道宗直昭氏に試験

設計に当たり多くのアドバイスをいただいた。松下ナベ

ック株式会社村岡和浩氏に施設の管理面で多くの協力を

いただいた。ここに記して厚く感謝申し上げます。
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