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竹粉サイレージの給与における肉用鶏の

排せつ物が堆肥化に及ぼす影響

Effects of Feeding Bamboo Silage on Composting of Feces in Broiler Chicks 

中村茂和、松井繁幸、杉山 典、黒田博通

要約:未利用のまま放置されているモウソウチクの有効活用のーっとして、微粉砕したモウソウチクに

乳酸菌を加えてサイレージ化した竹粉サイレージを肉用鶏の飼料中に 2.5%添加し、得られた排せっ物の

堆肥化について検討した。

排せっ物の性状において、竹粉サイレージを添加した場合、水分率や pH、C/N比等は市販飼料の

みの場合と同じであったが、 ADF (酸性ディタージェント繊維)は竹粉サイレージの添加によって有

意に高くなり、堆肥化試験終了後においても同様の傾向がみられた。竹には難分解性有機物の指標と考

えられる ADFが多く含まれており、このことが排せっ物やその後の堆肥のADFを高めた要因である

と推察された。

堆肥のADFを除き、品温の推移や有機物分解率は、市販飼料のみの場合とほとんど同じであったた

め、竹粉サイレージの飼料添加は堆肥発酵に悪影響を及ぼすことはなく、農耕地への鶏ふん堆肥施用は、

従来のものと同様に行える可能性が示唆された。

堆肥化過程で揮散したアンモニアガス濃度は、竹粉サイレージ添加の有無に関係なく、ほとんど閉じ

推移を示し、明らかな違いはみられなかった。

はじめに

近年、竹生産者の高齢化や竹製品の代替品で

あるプラスチック製品等の出現により、国内で

の竹材や笥の生産が減っており(林野庁2008)、
それに伴い、竹林の拡大が全国的な問題として

指摘されている(鳥居 1998;片野田 2003;鳥

谷部ら 2005;鈴木ら 2006)。このように、放置

された竹林の増加に伴い、静岡県においても竹

林面積は平成元年から平成 12年の聞に1.3倍

に増加しており(芹津ら 2002)、竹林と森林が

混在する里山等では、森林が竹によって浸食さ

れ、これまでの生態系が破壊される危険がある。

未利用のまま放置されている竹の有効活用の

ーっとして、当研究センターではこれまでに、

モウソウチクを活用した飼料添加剤の開発や養

鶏飼料への添加方法等について検討してきた

(岩津ら 2005;大谷ら 2005;岩津ら 2007;松
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井ら 2009)。微粉砕したモウソウチクに乳酸菌

を添加、発酵させたモウソウチクサイレージ

(以下、竹粉サイレージ)を作成し、これを肉

用鶏飼料へ 2.5%添加、給与することにより、

免疫増強効果や肉質改善効果等を示唆する成果

等がこれまでに得られている(岩津ら 2007; 
松井ら 2009)。

これまで放置されてきたモウソウチクの新た

な有用性が明らかになりつつある一方で、竹粉

サイレージを鶏の飼料に添加して得られる排せ

っ物については、その性状や発生する臭気に関

する報告があるのみである(大谷ら 2005;中

村ら 2008)。竹チップを敷料や副資材として利

用し、堆肥化する報告はこれまでにいくつかあ

るものの(芹津ら 2002;石橋ら 2004;坂井ら;

2004太田 2008)、竹粉サイレージが養鶏飼料へ

添加された場合における排せっ物が、堆肥化に

及ぼす影響は不明であり、このような排せっ物
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の堆肥化に関する情報は、今後、竹粉サイレー

ジの活用を促す一助になるだけでなく、農地へ

施用する上でも有用であると考える。そこで¥

肉用鶏飼料中へ竹粉サイレージを添加して得ら

れた排せっ物の堆肥化について検討したので報

告する。

なお、本研究は、平成 18年度「先端技術を

活用した農林水産研究高度化事業」による「モ

ウソウチク由来の生理活性資材の開発とその応

用に関する研究」において実施された一部であ

る。

材料および方法

1.竹粉サイレージの調製

肉用鶏飼料に添加した竹粉サイレージは、

2008年に 1年生のモウソウチク (Phyllostαchys

heterocyclα) を伐採し、速やかに微粉末製造

機(丸大鉄工株式会社、静岡)により微粉砕処

理した竹粉を用いた。竹粉サイレージの調製は

松井ら (2008)の報告のとおりである。

2.試験区分

試験には 2008年 6月5日に平飼い鶏舎にて

餌付けを開始した肉用鶏(チャンキー)を用い、

試験区は、市販飼料に竹粉サイレージを 2.5%

含むよう調製した飼料を与えた竹粉サイレージ

区と市販飼料のみで飼養した対照区を設けた。

なお、各試験区共に 20羽を 1群、各区 3群と

した。

3.供試排せっ物および堆肥化試験

排せっ物の採取は、飼育全期間に渡り堆積し

た排せっ物を 7月 25日に採取し、大きな羽は

除去した後に撹祥混合し、均一化してから堆肥

化試験に供した。堆肥化は小型堆肥化装置(か

ぐやひめ、側富士平工業製)を用いて行い、排

せっ物を採取した 7月 25日からたい肥品温が

外気温とほとんど変わらなくなった 9月 12日

まで、 49日間行った。堆肥の切り返しは 1週

間に 1回の間隔で行った。各区約 4kg、7.6L

の排せっ物を小型堆肥化装置に投入し、通気量

は、排せっ物の乾物あたり 0.2L/min/kgDM 

とした。

4.調査項目

堆肥化期間中、熱伝対式温度センサー(おん

どとり、ティアンドディ(槻製)を発酵槽の中央

部に設置し、堆肥の品温を測定するとともに、

小型堆肥化装置の排気口において、アンモニア

ガス濃度を検知管法 (No.3 HM、No.3 M、

ガステック(槻製)により測定した。また、堆肥

の切り返し時に重量を測定すると共に、分析用

試料として 50g程度を採取した。採取した試

料は、常法(日本土壌協会編 2000)に準じ、

乾物および有機物分解率、水分率、 pH、C /

N比、 ADF (酸性ディタージェント繊維)を

測定した。なお、乾物分解率や有機物分解率は、

分析用試料採取量を補正して求めた。

「
f
l
!
!
I
l
-
-

結果

表 1に供試排せっ物の性状を示した。竹粉サ

イレージ区および、対照区の水分率はいず、れも約

50%であり、両者間の有意差はなかった。また、

組灰分や pH、C/N比も水分率と同様、両者

間の有意差は認められなかったが、竹粉サイレー

ジ区の ADFは、対照区に比べて有意

(P<0.05)に高かった。

図1に堆肥化期間中における品温の推移につ

いて示した。堆肥化試験期間中の積算温度は、

竹粉サイレージ区で約 45.6000C、対照区では

46，1000Cであり、最高温度はそれぞれ、 53.20C、

54.80Cであった。竹粉サイレージ区および対照

区における品温の推移は、ほとんど同じ傾向を

示し、明らかな違いはみられなかった。

図2に堆肥化過程における乾物および有機物

表 1 供試排せつ物の性状

試験区 水分(%)組灰分(%) pH 

竹粉サイレーシ.区 50.3+0.1 16.2+0.0 6.9+0.2 

対照区 51.0士0.0 16.5+0.0 6.7土0.1

t検定 m ns m 

注1)表中の数値は平均値±標準偏差を表す (n= 3)。
注 2)※は 5%水準で有意差あり、 nsは有意差なしを表す。

C/N比

10.2土0.6

9.8土1.2

ns 

ADF(g/g) 
0.19+0.01 

0.15+0.02 
※ 
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堆肥化過程におけるアンモニアガス濃度の推移

図3に堆肥化期間中におはるアンモニアガス

濃度の推移についてその一部を示した。竹粉サ

イレージ区および対照区のアンモニアガス濃度

は、いずれも堆肥の切り換えし後に上昇し、ピー

ク値を示した後に低下する傾向がみられた。堆

肥化処理開始約2週間後にみられた竹粉サイレー

ジ区のアンモニアガス濃度は約l1，OOOppmで

あり、対照区に比べて高い値が観察されたが、

それ以外の調査日では逆に対照区の方が高い値

で推移するなどの場合もみられ、概して両者聞

の明らかな違いはみられなかった。また、堆肥

化処理開始4週日以降、いずれの試験区ともア

図3堆肥化過程における品温の推移

の分解率の積算値を示した。堆肥化の進行に伴

い、乾物および有機物の分解率は増加し、堆肥

化試験終・了時におけるそれらの値はいずれも約

40%であった。また、対照区が竹粉サイレージ

区の値に比べて高い値で推移する傾向がみられ

たが、試験区間で有意な差は認められなかった。

表 2に堆肥化試験終了時の'性状について示し

た。供試排せっ物の場合と同様、水分や粗灰分、

pH、C/N比は、竹粉サイレージ区および対

照区の間で有意な差は認められなかったが、 A

DFの場合、竹粉サイレージ区の方が対照区に

比べて高く、有意差 (P<0.05)が認められた。

図 1
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ンモニアガス濃度の大きな上昇はみられず、徐々

に低下する傾向がみられた。

考察

今回の堆肥化試験で供試した肉用鶏排せっ物

の水分率は、およそ 50%であり(表 1)、容積

重は約 0.5kg/Lであった。岡田ら(1985)は、

鶏の排せっ物の水分と通気抵抗との関係につい

て検討し、オガクズ等の水分調整材を用いない

で堆肥化処理する場合、排せっ物の水分を減少

させて通気性を確保する必要があり、その排せ

っ物の水分率を約 50%としている D また、通

気性の指標として容積重が用いられ、堆肥化開

始時においては 500kg/rrf (0.5kg/L) に近づ

けた方が良いとされている(中央畜産会 2000)。

これらのことから、今回の堆肥化試験で供試し

た排せっ物の水分や容積重は、問題のない範囲

にあったと推察され、堆肥化に必要な通気性は

確保できていたと考えられた。

堆肥化過程における堆肥の品温の推移は、い

ずれの試験区とも大きく変わらず、堆肥化期間

中の最高温度は約 5(}OCであり、積算温度は約

46，0000Cであることから、ほとんど同じであっ

たと考えられた(図 1)。一方、家畜排せっ物

における病原菌や雑草種子の死滅を指標とした

場合の温度は 600C以上(中央畜産会 2000)で

あり、今回の堆肥化試験における最高温度はい

ずれの試験区とも 600Cを下回った。堆肥の品

温が高温に達成するためには、堆肥の水分と通

気量が密接に関係していることが知られている

(吉永ら 1981;木村ら 1989;中央畜産会 2000; 

前田ら 2001)。前田ら (2001)は、オガクズを

用い、水分率を 70%に調整した鶏の排せっ物

の堆肥化において、送風量が多くなると最高温

度や平均温度が低くなる傾向を認めている。ま

た、堆肥化の良否を品温の上昇過程や最高温度

により分類し、品温が 70
0

Cを超える等、堆肥

化が成功したと判断されたグループの送風量は、

0.2L/min/kgDM であった。本試験の送風量は

前田ら (2001)の報告と同じであったが、堆肥

化に供試した排せっ物の水分率が異なっていた

ことから、供試した排せっ物の通気性が異なっ

ていた可能性が示唆された。すなわち、前田ら

36 

(2001)が行った堆肥化に比べ、本試験におけ

る供試排せっ物の水分率が低いために、通気性

が高く、送風量が過剰に送られたことにより、

品温の上昇が抑制されたと推察された。畜種は

異なるが、牛ふんの堆肥化においても、過剰な

空気供給による品温の低下は認められているこ

とから(吉永ら 1981)、今回の堆肥化試験で最

高温度が 600Cに満たなかった原因のーっとし

て過剰な空気供給が考えられた。しかし、今回

の堆肥化試験の場合、堆肥化に必要な通気性は

確保できていたと推測されるものの、通気抵抗

を指標とした通気程度の検討や、送風量の多少

について検討していないため、設定した送風量

が過剰であったか不明であった。また、今回供

試した排せっ物において、発熱に関与する易分

解性有機物量や熱量についても検討する必要が

あると考えられ、今後の課題として残された。

堆肥化試験開始前および終了時における pH

やC/N比は、いずれの場合も試験区間におけ

る有意差は認められず、竹粉サイレージを添加

した影響はみられなかった(表 1、 2)。しか

し、 ADFについては、堆肥化試験開始前およ

び終了時において、竹粉サイレージ区が対照区

に比べて有意に高かった。モウソウチクには、

乾物あたり約 60'""70%のADFが含まれてお

り(芹津ら 2002;大谷ら 2007)、このことが竹

粉サイレージ区の排せっ物中のADFを有意に

高めたと推察された。そして、堆肥化試験終了

時における堆肥中のADFはリク、、ニンやセルロー

ス等の難分解性有機物が主体であり(高橋ら

1999 ;坂井ら 2004)、リグニンはへミセルロー

ス等に比べて堆肥化による分解が劣ることから

(佐藤 1985)、それらの分解にはある程度の時

間を要することが推測され、堆肥化試験の終了

時においても竹粉サイレージ区のADFは、対

照区に比べて有意に高かったと考えられた。ま

た、堆肥化過程における乾物および有機物の分

解率は、試験区間での有意差が認められないも

のの、竹粉サイレージ区の場合、対照区に比べ

て低く推移する傾向がみられた(図 2)。竹粉

サイレージ区の場合、対照区に比べて排せっ物

中における難分解性有機物の割合が高かったた

めに、乾物および有機物の分解率が対照区に比

べて僅かではあるが、低く推移したと推測され
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た。今回、堆肥中のADFを難分解性有機物の

指標としたが、そもそも ADFは嫌気性発酵で

あるルーメン内での消化性、難分解性繊維を知

る指標であり、好気性発酵である堆肥化の場合、

jレーメン内と異なった有機物の分解反応が起こ

ることが指摘されていることから(古谷ら

2003 ;高橋 2004)、今後更に検討の余地がある

と考えられた。

石橋ら (2004)は、ブロイラーの敷料として

利用した竹チッフ。の堆肥化について検討し、品

温上昇が対照であるカンナクズの場合と変わら

ないため、竹チップは堆肥発酵に悪影響を与え

ることはないとしている。更に畜種は異なるが、

牛の敷料として利用した竹チップを堆肥化し、

その堆肥を用いた発芽試験やコマツナの生育試

験から、竹チップによる阻害は認められていな

い(坂井ら 2004)。そのため、今回の堆肥化試

験において品温上昇や有機物分解率等、市販飼

料のみの場合と比較しでもほとんど変わらない

ため(図 1、 2)、竹粉サイレージの添加が堆

肥化発酵に悪影響を及ぼす可能性は低いことが

示唆され、農耕地への堆肥施用についても従来

の鶏ふん堆肥と同様に施用することができると

推測された。

堆肥化試験期間中、小型堆肥化装置の排気口

で測定したアンモニアガス濃度は、竹粉サイレー

ジ添加の有無による明らかな違いはみられなかっ

た(図 3)。今回の堆肥化試験と同様の方法で

調製した竹粉サイレージを肉用鶏および採卵鶏

の飼料中に所定割合添加し、それら排せっ物か

ら揮散したアンモニア態窒素量は、市販飼料の

みの場合と変わらず、竹粉サイレージ添加の有

無による影響は認められていない(中村ら

2008)。そのため、今回の堆肥化試験において

も中村ら (2008)の場合と同様、竹粉サイレー

ジの飼料添加が堆肥化過程で揮散するアンモニ

アガスの濃度変動に与える影響はほとんどない

ことが推察された。

以上のことから、竹粉サイレージを市販飼料

中に現物あたり 2.5%添加することにより、排

せっ物のADFは高くなるものの、堆肥化にお

ける品温の推移や乾物、有機物の分解率並びに

揮散したアンモニアガス濃度等は、市販飼料の

みの場合とほとんど変わらず、堆肥化試験終了

時の性状も ADF以外、同じであることが明ら

かとなった。そのため、竹粉サイレージの飼料

添加は、堆肥の発酵に悪影響を及ぼすことはな

く、農耕地への鶏ふん堆肥施用は、従来のもの

と同様に行える可能性が示唆された。
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