
太陽光発電を利用した牛ふん尿堆肥化技術の開発

－発電時間の季節変動と堆肥化に与える影響－
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：太陽光発電電力だけで牛ふんの堆肥化を行うため、夏から冬にかけて３回の試験を行い、通気の摘要

ためのブロアーの稼働時間の変動及びそれにともなう堆肥化特性を調査した。太陽光電源によるブロア

ーの稼働時間は７・８月9.2時間、９・10月4.9時間、12・１月5.1時間で季節により大きな差があった。

７・８月以外では堆肥化に支障のないことが明らかとなった８時間を下回ったが、今回、年間を通じて

有機物分解率では差がなかったことから太陽光発電だけを利用したブロアーの通気による堆肥化は可能

であると思われた。
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Development of Composting Technique Using Solar Energy
The Season Variation of Generation Time－

－and Effect of Cow Waste Composting
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To turn cow waste into compost only by solar energy generation, three time tests fromAbstract :
summer to winter were conducted. The variation of blower operating time for aeration and
composting characteristics were studied.

The blower operating time July to August was 9.2 hours, Sept to Oct was 4.9 hours and December
to January was 5.1 hours. There were a lot of differences during seasons, and the blower operating
time except summer were far below 8 hours which were established to leave composting untouched
the previous report, but organic decomposition rate was almost same. According to these results,
composting technique which uses only solar energy generation is possible.
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緒 言

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、平成17年度に実用化する計画である。本県で

は同センターから委託を受け実証試験を実施しており、

著者らは前報 において、１日８時間通気が、連続通気1）

と比較して発酵温度・有機物分解率から見て差がなく、

高品質たい肥を低いランニングコストで製造することが

可能であることを実証した。

しかし、太陽光発電システムは設置経費が高価であ

り、導入に際しての障害になると思われる。経費を削減

する方策の一つとして太陽光発電と商用電源を切り替え

るためのシステムを省略することが考えられるが、この

方式では発電可能時間の季節変動が大きな問題となる。

そこで、太陽光発電電力だけによる堆肥化試験を年間を

通して３回実施し、季節によるブロアー稼働時間の変化

とそれにともなう堆肥化速度の変動を調査したので報告

する。

材料及び方法

１ 実験施設の概要

実験施設は前報 と同じもので、屋根に３kWの太陽１）

光発電システムを装備した堆積発酵槽(18㎡×３槽)を用

いた。ブロアーの制御は、図１に示すセンシング用の太

陽電池を屋上に設置し、その電圧をモニターすることで

発電量に応じてブロアーをON-OFFする装置とした。

２ 供試材料

供試材料は乳牛のふん尿とし、混合割合をふん尿１

に対してモミガラを容積比で概ね２とした。試験開始時

の成分は表１のとおりである。なお、堆積高は約２ｍと

した。

３ 試験方法

各試験とも通気期間は３週間及び４週間とした。４週

間目までは１週間毎に切り返しを行った。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か月

間堆肥シートで堆積した。

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か所から上部（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か所、合計27か所からそれぞれ約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2）

求めた。酸性デタージェント繊維（ ）は飼料分析ADF
法 に基づき求め、以下の計算式により酸性デタージェ3)

ント可溶有機物（ 可溶有機物）を求めた。AD
AD mg/g=1000 ADFmg/g mg/g可溶有機物 － －灰分

なお、試験は７月16日開始 (７・８月)９月13日開始

(９・10月)及び12月７日開始 (12・１月）の合計３回実

施した。

試験結果

１ ブロアー稼働時間

ブロアーの稼働時間は図２に示したとおり７・８月で

は9.2時間であったものが､９・10月では4.9時間、12・

１月では5.1時間となった。

２. 水分の推移

試験開始時の水分を70％に調整するようにモミガラを

混合したが、図３の通り７・８月では67.5％、９・10月

では72.1％、12・１月では70.9％と若干の差があった。

その後堆肥化の進展にともない７・８月の材料は順調に

低下し、６週間目には43.6％となった。９・10月及び12

・１月の材料では水分の低下は少なく、６週間目で63.0

表１ 試験開始時の成分 
試験区 水分※ 有機物※※ 灰分※※

7~8月 3週通気 69.6 80.0 20.0
7~8月４週通気 65.4 80.1 19.9

9~10月 3週通気 71.4 80.0 20.0
9~10月４週通気 72.9 79.4 20.6
12~1月３週通気 70.7 81.2 18.8
12~1月４週通気 71.2 82.4 17.6

※現物中％、※※乾物中％
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％及び63.4％であった。その後はすべての区で緩やかに

上昇した。なお、各成分の推移は３週間通気と４週間通

気の平均値で示した。（以下同じ。）

３ 有機物分解率の推移

有機物分解率を図４に示したが、４週間目では７・８

月の材料が22.6％と最も低く、９・10月と12・１月の材

料26%台で差がなかった。６週間目の分解率は７・８月

のものは27.0％、９・10月のものは37.4％、12・１月の

ものは31.7％であり差が広がる傾向であった。

なお、図５に示したように通気期間の違い（３週間と

４週間）による有機物分解率の差はなかった。

４ ＡＤ可溶有機物の推移

ＡＤ可溶有機物は乾物から酸性デタージェント繊維と

灰分を差し引いたもので、易分解性有機物との相関が高

いといわれている。今回の調査では図６のとおり４週間

目までは常に７～８月が高かった。

考 察
kWh

太陽光発電を電源として利用する場合、大きく分けて

二つの方法が考えられる。一つは商用電源と繋いで余剰

電力を売電する方式（系統連携方式）であり、この方式

を使った場合１日８時間の間欠通気を行うことにより、

堆肥の品質に影響を与えることなくランニングコストを

大幅に低減することが可能であった 。1)

今回の試験は、もう一つの方式として商用電源に繋げ

ない方式（独立方式）を前提としている。この方式の利

点としては、近くに電源が来ていなくても採用できると

いう点に加え、商用との切り替えが必要ないことから設

置コストの低減につながることがあげられる。

今回の試験結果を見ると、ブロアー稼働時間は７・８

月が９時間／日であったのに対し、９・10月及び12・１

月では５時間／日であり、夏季以外は８時間を下まわっ

た。しかし、有機物分解率を見ると差が無く、また、前

報 の８時間／日の成績と比較しても遜色が無かった。１）

本試験により、３kWの太陽光発電により冬季に５時間

のブロアー稼働が可能であることが分かり、また、５時

間のブロアー稼働で堆肥化に十分な通気量が確保された。

また、今回は、従来から実施している灰分量からの

有機物分解率の測定に加えてＡＤ可溶有機物量の測定を

実施した。小柳ら は、ＡＤ可溶有機物量は14日間及び４）

１か月間の炭素分解量と高い相関があり、家畜ふん堆肥

を含めた大半の有機質資材の易分解性有機物の分解の指

標となるとしている。今回の試験結果では図５のとおり、

試験開始時では300～350mg／gであったものが６週間で

200mg／gへと減少し、ほぼ安定した。また、常に12・１

月がもっとも低く、７・８月がもっとも高く推移してい

る。試験開始時点の含有率の差については今後の検討事

項であるが、ＡＤ可溶有機物量の推移から見ても有機物
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分解率の推移と同様に堆肥化が進展したという結果が示

されたと思われる。

今回の試験の結果から、家畜ふんの堆肥化に太陽光

エネルギーを用いた場合、独立方式であっても年間を通

じて安定的に堆肥化が可能であった。この方式では系統

連携方式に比較して商用電源との接続及び切り替えに要

する設備費が削減可能である。しかし、太陽光発電装置

の設備費の大部分は太陽光パネルが占めており、この低

コスト化が今後の普及にあたっての鍵となっている。

経済産業省資源エネルギー庁の総合資源エネルギー

調査会新エネルギー部会の報告書 によれば1999年度に５）

導入された事業における設備費の平均値を用いて試算し

た場合、太陽光発電では住宅用で66円／kWhであり、家

庭用電灯単価：23.3円／kWhの約3.0倍、非住宅用では73

円／kWhであり、業務用電力単価20.0円／kWhの約3.5倍

であった。しかし、新エネルギー・産業技術総合開発機

構の平成14年度調査報告 によると太陽光発電システム６）

の設置単価は平成10年度1,194万円／10kWであったもの

が、平成13年度では871万円／10kWと３年間で27.1％低

下している。（標準化推進型平均値）また、10kWのユニ

ットを単位とした運転データで年間発電電力量は平成10

年度設置システムでは9,900kWhであったものが平成13年

度設置システムでは11,300kWhとなり、14.1％上昇して

いる。これらのデータから太陽光発電システムの低コス

ト化は着実に進みつつあり、これに伴い発電量も増加し

ている。今回の試験結果が畜産分野における太陽光発電

の利用拡大の一助となれば幸いである。

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機構 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。松下エコシステムズ株式会社

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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