
  
  密閉縦型発酵装置の排気熱と熱交換した温風返送の効果

  誌名 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science
ISSN 0913882X
著者名 川村,英輔

高田,陽
小島,陽一郎
中久保,亮

発行元 日本養豚学会
巻/号 55巻2号
掲載ページ p. 37-47
発行年月 2018年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日豚会誌 55 (2) 37-47 2018, 6月

原 著

密閉縦型発酵装置の排気熱と熱交換した温風返送の効果
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3国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門，茨城県つくば市， 305-0901

＊現所属）神奈川県環境農政局農政部畜産課，神奈川県横浜市， 231-8588

(2017年9月27日受付， 2018年1月 18日受理）

要約 密閉縦型発酵装置（コンポ）の排気をプレートフィン型熱交換器に導入し，空気を

加温することで排気からの熱回収及び熱利用を試みた。その結果，コンポ排気（平均温度52.2

℃，平均通気量 210m砂h)と外気（平均温度 11.3℃，平均通気量 153m切h)との熱交換により，

得られた加温空気の平均温度は 40.8℃で，温風が得た熱量は， 4.5MJ/h(l.25kW)であった。こ

の時の熱交換効率は 69%であり，総括伝熱係数は， 90W/m2・Kであった。コンポ入気風量は，

熱交換器を通ることで圧力損失が生じ 180m的hから 144m切hに減量したが，加温空気をコン

ポに利用しても乾物分解率に負の影響はなく，良好な発酵が維持された。コンポ排気と外気と

の熱交換により得られた加温空気をコンポ入気として利用する温風返送は， 2.0kWのヒーター

稼働時に比べ，消費電力量が半分となり，電気代が年あたり 11.5万円削減でき，本システムの

導入効果が大きいことが明らかとなった。

緒 言

家畜ふんの堆肥化は，好気性微生物によりふん中

の乾物が分解すると乾物 1kgあたり 4,500kcalの熱

量が発生する（財団法人畜産環境整備機構， 2004)。

家畜ふんの堆肥化時に発生する発酵熱を回収する

研究を複数の研究者がおこなってきた (EICKENHORST

and KIMPENHAUS, 1977; 草苅ら， 1984;関と小森，

1984; VIELら， 1987;関と小森 1992,小島ら， 2011)。

小島ら (2014)や小堤ら (2015)は，吸引通気方式の

堆肥化施設で堆積底面から空気を吸引して得た飽和

水蒸気を含んだ高温の空気（排気）を匝接熱交換器

に導入することで，効率よく熱量を回収し，得られ

た温水は，乳牛への飲水，得られた温風は，堆肥の

乾燥にそれぞれ利用している。また，福島ら (2017)

は発酵熱を温水として回収し，自動車用ラジェ

ターを用いて回収熱を温風に変換し，堆肥下部から

の送風として活用することで外気温の低い冬季の発

酵の維持を図っている。

養豚基礎調査全国集計結果（社団法人日本養豚協

会， 2010) によると全国の 4割以上の養豚場で密閉

縦型発酵装置（以下 コンポ）が導入されている。

コンポは，臭気の拡散や熱の放散を防止する密閉構

造断熱材に覆われた断熱構造であり，発酵槽上部

の排気用配管から飽和水蒸気を含んだ高温の空気が

集中的に排出されることから排気の熱量が高いこと

が明らかとなっている（川村ら， 2016a)。しかし，

他の堆肥化方式に比ベコンポは，イニシアルコスト

や消費電力量などのランニングコストが大きく，特

に冬季に用いるヒーター稼働時は消費電力量及びラ

ンニングコストが増大することが指摘されている

（阿部ら， 2000,菱沼ら， 2007,鈴木ら， 2001,川村

ら， 2016b)。

そこで，コンポの排気用配管にプレートフィン型・

熱交換器を接続し，排気と外気を熱交換して加温空

気を得る熱回収及び得られた加温空気をコンポの入

連絡者：川村英輔 (E-mail:kawamura.7pyx@pref.kanagawa.jp TEL. 046-238-4056) 
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気に利用する熱返送試験を実施し，この熱返送が

ヒーター代替え効果を得られるかについて，川村ら

(2016a) の基礎データとの比較により検討した。

材料および方法

1. 使用機材

(1) コンホ

神奈川県畜産技術センター（以下当所）所有の発

酵容積 10m3のコンポ（中部エコテック株式会社，

S-8ET) に当所で飼養する豚及び鶏のふんを投入し

堆肥化処理した。

本装置は，円筒形の発酵槽内の撹拌羽根により，

槽内容物を 10分毎に運転停止を繰り返す間欠撹拌

をするとともに，最下部の 2枚の羽根から送風用ブ

ロワ（富士電機株式会社， VFC-608A)で連続送風を

行い，発酵槽上部から排気用ブロワ（昭和電機株式

会社， HSB400P-50Hz)で排気する構造となってい

る（表 1)。排気ブロワは，「耐熱・耐湿型」が予め標

準仕様となっており，コンポ排気の特徴である高

温，高湿及び高アンモニア対応仕様である。

原料の家畜ふんは，水分・比重調整をせずに 1日

に1回，発酵槽上部からバケットエレベーターによ

り直接投入し，槽内容物と混合されることにより水

分・比重調整が行われる。製品堆肥の排出は，発酵

槽底部の排出口から 2~3日置きに行い，投入ふん

に相当する容積の堆肥を排出した。

表 1. 密閉縦型発酵装置の仕様

Table 1. Specification of the enclosed vertical type 

composting facility 

発酵槽容積

バケット容積

主要動力

1. 送風ブロワ

2. 撹拌モーター

3. 排気ブロワ

4. ヒーター

5. 投入ロモーター

6. バケットエレベーター

7. 取出ベルコン

合計

＊表中の 1から 4は，図 1に準拠

10m3 

0.6m3 

2.3kw 

l.5kw 

0.2kw 

2.0kw 

O.lkw 

0.75kw 

1.0kw 

7.85kw 

(2) 熱交換器

本試験では，プレートフィン型熱交換器（セキ

サーマル株式会社， CP150) を用いた（表2)。コン

ポ配管に接続が容易で，既存の配管構造を利用して

導入コストが安価に済み，かつ堆肥化装置から突発

的に発生する粉塵による影響を受けにくいよう，熱

交換器は， コンポの排気用ブロワとおが屑脱臭槽と

の間の口径 75Aの水平方向に伸びた塩ビ配管にフ

ランジで接続した（図 1)。コンポ排気と外気をそれ

ぞれ直交するように熱交換器に導入し，コンポ排気

の持つ熱量を利用して外気を加温する試験を実施し

た。

排気ブロワの入気直前部と熱交換器の排気（熱交

換直前）部に接続したドレインから排出した結露水

は，計量升に導入した。貯留した結露水は，一定期

間貯留後，当所の家畜用浄化槽に投入し浄化処理し

た。

2. 試験方法

(1) 試験区の設定

試験 1(熱回収試験）

先ず熱交換器を設置せずに，コンポ入気の基礎

データとなる送風用ブロワ及びビーターによる送風

空気の昇温状況を調査した（未設置区）。次に図 1

に示すように排気配管に熱交換器を接続し，コンポ

排気と外気との熱交換を行い，熱交換器のガス Xガ

スの熱交換能力を調査した（設置区）。両区の昇温

状況や熱量などを比較した。

未設置区の送風用ブロワ及びヒーターによる送風

表 2. 熱交換器諸元

Table 2. Specification of the heat exchanger 

熱交換器型式

熱交換方式

材質

サイズ

標準風量

容積

伝熱面積

伝熱板層数

質量

排気流入口径

CP150 

直交流

プレートフィン型

SUS304 

360 X 360 X 245 

3.8m3/min 

32Q 

2.62m2 

25枚

25kg 

150A 
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経路／配管口径／配管長

排気口→排気r・oり/150mm/約9m

排気ブロワ→熱交換器/75mm→150mm/約6m

熱交換器→おが屑脱臭槽/150mm→75n皿／約6m

熱交換器～送風r・oり/150mm→50mm/約6m

外気

：コ ンポ入気の流れ

コンポ排気の流れ

結露水の流れ

発酵槽

図 1. コンポ入・排気温度の測定箇所

Fig. 1. Schematic outline of composting facility and measurement points of temperature 

空気の昇温状況は，平成 26年 11月から 12月の 37

日間で発酵槽内に堆肥がない状態で調査した。設置

区の調査期間は， 平成 28年 12月から平成 29年 1

月の 31日間とし，発酵処理している状態で調査し

た。

コンポ入気風量は，未設置区 180m的h,設置区

144m3/h, コンポ排気風量（熱交換前）が 210m切h

であった。

試験2(熱利用試験）

熱利用試験は，熱交換器を設置せず，かつ外気を

ヒーターで加温せずにコンポ入気 とする通常区と図

1のように排気配管に熱交換器を設置しコンポ排気

と外気との熱交換で得た温風をコンポ入気に返送す

る熱返送区との発酵状況や熱量等の比較を行った。

熱返送区は，コンポ入気風量 144m3/h, コンポ排

気風量 216耐/h,通常区は，コンポ入気風量 180m3

/h, コンポ排気風量 216m切hであ った。

通常区は，平成 26年 12月から平成 27年 1月の

30日間実施 し，また熱返送区は，平成 28年 12月か

ら平成 29年 1月の 30日間実施した。

(2) 測定項 目

測定項目は，発酵槽への入排気温度及び入排気風

量，発酵槽内の発酵温度，外気の湿度， 投入ふん及

び製品堆肥の性状及び質量 (kg) とした。投入ふん

及び製品堆肥から， 1週間に 2回約 500gの試料を

採取し，堆肥等有機物分析法 （財団法人日本土壌協

会 2000)に準じて水分，有機物及び灰分含量を分

析した。仮比重は，ふん及び堆肥の重量を計測し，

容量で除して求めた。また，投入ふんは， 重量計

（株式会社日本製衡所製，NL-LT-1)で毎日重量を計

測し，製品堆肥は，コンポ搬出堆肥を 1週間分貯留

した後先の重量計で計量 した。

図 1に示した a~gまでの各箇所の温度及び a,

b, e, f, gの通気量及び aの湿度を測定した。温度

及び湿度は，データロガ（株式会社テイアンドデイ，

RTR-52A)を用いて 10分間隔で測定及び記録した。

通気量は配管内の風速を風速計（株式会社テス

トー， testo445)により測定し，妹尾 (1995)に基づ

いて以下の式 lにより求めた。c及び dの通気量

は，配管形状から計測できないため，bの通気量と

同量とする入気風量推定値を用いた。

f=VpX0.82XAX3,600 (式 1)

ここ で，

Vp: 通気管中心部風速 [m/s],

A: 通気管断面積 [m打，

0.82; 平均速度係数[-] (= 2n匂(n+l)(2n+l)), 

n: 翼数[-J (:::::,:7) 
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とした。

3. 熱量計算式

本実験で得られた熱量の表記は，総熱量 [MJ]で

はなく，単位時間あたりの熱量 [MJ/h] もしくは

[MJ/d] を用いた。

以下の熱量計算では，時間あたりの熱量 [MJ/h]

を算出し，その総和を日あたりの熱量 [MJ/d]とし

た。

(1) 入排気及び加温空気のもつ単位時間あたりの

熱量（入排気熱量： Qg) 

コンポの入排気の熱量 Qgは，外気熱量 (Qg

(a)), 入気（熱交換後）熱量 (Qg(b)),入気（ブロ

ワ後）熱量 (Qg(c)),入気（ヒーター後）熱量 (Qg

(d))及びコンポ排気熱量 (Qg(e)), 熱交換器の排

気（熱交換前）熱量を Qg(f)'排気（熱交換後）熱量

をQg(g)とし，既往の報告（岩渕と木村， 1994)に

基づき，式 2により求めた。

入気（熱交換後）熱量 (Qg(b)),入気（ブロワ後）

熱量 (Qg(c))及び入気（ヒーター後）熱量 (Qg(d))

については，外気 (a)の相対湿度から単位容積あた

りの水蒸気量を算出し，温度変化してもその水分量

が変化しないと仮定して熱量の推計をおこなった。

また川村ら (2016a)の報告よりコンポ排気 (e)及び

排気（熱交換前）及び排気（熱交換後）の水蒸気 (f,

g)がほぼ飽和の状態で排出されていたため相対湿

度は 100%とした。

Qg=iXf/v (式 2)

-,.. -,.. 

'-'-で,

f: 通気量 [m切h],

i : 入気及び排気の湿り空気の比エンタルピ [kJ/kg],

v: 入気及び排気の比体積 [m切kg]

とした。

(2) 乾物分解に伴う熱量（発酵熱量： Qg-org) 

発酵熱量 (Qg-org)は，川村ら (2016a)の報告に

基づき式 3より求めた。なお，豚ふん及び鶏ふんの

乾物 1kgの発熱量は，既往の報告（財団法人畜産環

境整備機構， 2004)の4,500kcal/kg (18.8 MJ /kg)を

用いて推計を行った。

Qg=l8.8MJ/kgXD (式 3)

-,. -,. 

'-'-で,

D: 乾物分解量 [kg]

とした。

また通常区は，

Qg-in=Qg(a) + (Qg(c)-Qg(a)) +Qg-org 

Qg-outは， Qg-out(e)

熱返送区は，

Qg-in=Qg(a) + (Qg(b)-Qg(a)) + (Qg(c)-Qg 

(b)) +Qg-org 

Qg-outは， Qg-out(e)

とした。

上記により求めた外気熱量，ブロワ加温（入気

（ブロワ後）熱量と外気熱量との差）及び発酵熱量の

合計（通常区）又は，外気熱量，熱交換加温（入気

（熱交換後）熱量と外気熱量との差），ブロワ加温

（入気（ブロワ後）熱量と入気（熱交換後）熱量との

差）及び発酵熱量の合計（熱返送区）をコンポの発

生熱量と定義し，排気熱量をコンポからの排出熱量

と定義した。

(3) 熱交換過程で排気が損失した熱量のうち外気

の加温に利用された熱量の割合（熱交換効

率： E) 

熱交換効率 Eは，式 4により求めた。

E=Qg(b)/(Qg(f)-Qg(g))XlOO (式4)

(4) 熱交換器の総括伝熱係数 (U)

これらの熱量に加えて，熱交換器の熱交換性能を

表す総括伝熱係数 (U, [W/m2・K]) を，吉田と吉

田 (2005)の方法に基づき，式 5及び式 6により求

めた。

U=Q/(AX△ T) (式 5)

Q: 交換熱量（＝空気熱量 Qg) [W] 

(Q=比熱X(密度x体積） X温度差），

A: 伝熱面積 [m吐
△ T: 対数平均温度差 ([K], 式 6)

△ T=(tTa―△ Tb)/ln(△ Ta/△ Tb) (式 6)

△ Ta: 高温側温度差（＝高温入気温度ー加温空気）

[Kl 

△ Tb: 低温側温度差（＝高温排気温度ー外気温度）

[K] 

結果および考察

I. 試験 lの結果および考察

(1) 熱交換器の加温能力

図2に熱交換器の加温能力を示した。

試験期間内の外気の平均温度 11.3℃と排気（熱交

換前）の平均温度 52.2℃との熱交換により，熱交換
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総括伝熱係数
2 90W/m・K 

b: 入気（熱交換後）

8.8MJ/h 

40.8℃ 

熱交換効率
69% 

実測風址144而/h

湿度10%

実測風呈153m3/h

湿度57%

Fig. 2. 

コンポの熱返送効果

40 

図 2. 熱交換器の加温能力
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後の外気 は 29.5℃上昇し 40.8℃ まで上昇し，排気

（熱交換前）は，外気との熱交換により 1.4℃低下 し，

50.8℃ （排気 （熱交換後）） で排気された。

熱量で比較すると 4.3MJ/hの外気は， 排気 （熱交

換前）との熱交換により 8.8MJ/hとなり， 4.5MJ/h

の熱量 を得た。その際，熱交換器の熱交換効率は

69%であ った。また熱交換前後の温度及び熱量か

ら熱交換器の総括伝熱係数を算出したところ， 90

W/m2・Kとなった。

川村 ら (2016b)の報告によると本試験と同一の

熱交換器を用いたガス X水の熱交換により 90W/

m2・K以上が得られており，熱交換の対象が水及び

空気の違いがあるものの，ほぼ同じ熱交換能力を示

した。

本試験結果から外気の加温で損失 した温度 1.4℃,

損失した熱量は6.6MJ/hとなり，小島ら (2014)や

小堤 ら (2015)の試験のように外気の加温に用いた

熱交換器の後段に熱交換器を並列に接続すること

で，さらに熱回収が可能と判断した。また高温排気

の温度が， 50℃以上となることから後段に接続し

た熱交換器のガス X水の熱交換により畜舎暖房で必

要な 40℃以上の温水が得られ，多段階での熱回収が

可能である （川村ら， 2016b)。

図3にコンポの入気温度と熱量を示した。未設置

区では， 5.2℃の外気温に対しブロワの加温でプラス

24℃，ヒータ ーによる昇温によりプラス 10℃の温度

上昇が見られ，ヒーター後の温度が 39.2℃ となっ

Fig. 3. 

図 3. コンポの入気熱量

The heat quantity of the air from an intake 

た。また外気の熱量 2.4MJ/hは，

させることで 9.3MJ/hの熱量となった。

設置区は，11.3℃の外気が，熱交換後に 40.8℃ と

なり，さらにブロワ後には 52.2℃ となり，ブロワの

加温でプラス 11.4℃を得た。

熱量を比較してみると設置区は，熱交換後 8.8MJ/

h, ブロワ後 10.4MJ/hとなり ，熱交換により未設置

区のヒーター後と同程度のまで熱量が上昇し，ブロ

ワを通過する事で更に高い熱最が得られた。

熱交換により外気が得た熱量 4.5MJ/h(1.25kW) 

は，外気が得た熱量に相当する。本試験で得られた

熱量 (1.25kW) は，2.0kWのヒーターの加温効果

l.9MJ/hを上同ること が明らかとな った。

コンポ排気と外気の熱交換により得られた加温空

気をコンポ入気に返送することで，ブロワ後の温度

が 40℃を大きく上回り ，かつ熱量が未設置区のヒー

ター後を上回るこ とが出来たことから，熱交換器に

よる熱返送はヒータ ーの代替効果を得られることが

明らかとなった。

図4に熱交換器の排気 （熱交換前）と入気 （熱交

換後）の温度の関係を示した。熱交換器に入る排気

（熱交換前） と入気 （熱交換後）との関係は，Y=

ヒータ ーを稼働
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air temperature of a heat exchanger 

0.74X +2.01 (R2=0.95)の有意な正の相関関係が得

られた。

川村ら (2016b)が行ったガス X水の熱交換にお

いても排気（熱交換前）と得られた温水とは正の相

関関係が得られ，同様の結果を示した。

熱交換器に入るコンポ排気と外気との関係から，

コンポ発酵槽での発酵状態を良好に保つことで，排

気温度が高く保たれ，熱交換器への入気温度が高く

なり高温の熱返送ができることで発酵状態も良好に

保たれるという良い連鎖が生じることが示唆され

た。

本試験では，設置区の外気温が平均 11.3℃であっ

たが，外気温が低くなる冬季に外気温がマイナスの

時の熱交換される空気の温度が低くなる懸念がある

が，図 4に示すとおりコンポの排気により得られる

熱交換後の空気の温度が決まるため，熱交換で得ら

れる熱交換後の空気の温度はコンポの発酵状態，す

なわち排気の温度に依存するため，外気温に左右さ

れないことを示している。

一方コンポに設置された送風ブロワの取扱説明書

では，「ブロワの周囲温度（吸込側温度）は 40℃以

下」とすることを推奨している。図 2に示すとおり，

熱交換器で得られた熱交換後の空気は平均で 40℃

を超えているが， 日内変動では 30℃から 44℃の範

囲で推移しており，ブロワ吐出温度がブロワ設計範

囲内に収まっていることから本試験での影響は少な

いと判断した。

しかし，本試験の排気（熱交換前）の風量及び温

度では，熱返送による温度上昇はブロワ設計範囲内

に収まっているが，熱返送によりブロワ吐出温度が

95℃を超える場合は，ベアリングのオイルシールや

モーター寿命への悪影響の可能性も考えられるた

め，長期試験により検証する必要がある。

以上のことを整理すると熱交換器で外気を温めて

コンポに入気する熱返送は，未設置区のヒーター後

の温度及び熱量を上回ることが可能だといえる。本

システムは稼働に追加の動力を必要としないため，

梅雨などの乾燥不良季や外気温が低下する冬季をは

じめとして，通常ヒーターを稼働させない時期にお

いてもヒーターの代替として利用できることが明ら

かとなった。

2. 試験 2の結果および考察

(1) コンポの発酵状況調査

表 3にコンポ投入ふんと製品堆肥の性状及び重量

を示した。

通常区は， 678kg/dのふんを投入し，水分率 32.2

％の堆肥が 153kg/d生産された。一方熱返送区は，

802kg/dのふんを投入し，水分率 36.9%の堆肥が

198kg/d生産された。熱返送区は，本多ら (1994)

や川村ら (2016a)が提示したコンポの処理量が発酵

槽容積 10記あたり 700kg/dを上回り，通常区の

1.2倍の 802kg/dのふんが処理可能であった。

コンポの容積 10m3をふん（通常区 827/l, 熱返

送区 978/l)及び製品堆肥（通常区 333fl . 熱返送区

461 /l)の容量の平均値で除して求めたコンポの滞

留日数は，通常区で約 17日，熱返送区で約 14日と

なった。

発酵における総乾物分解率は，通常区で 39.8%,

熱返送区で 41.2%であった。この総乾物分解率をそ

れぞれの滞留日数で除して求めた 1日あたりの平均

乾物分解率は，通常区 2.3%/d, 熱返送区 2.9%/dと

なった。

家畜ふん堆肥化施設の規模積算の手引き書 （財団

法人畜産環境整備機構， 2004) には， コンポの規模

積算に用いる平均乾物分解率を 2.5%/dに設定する

ことが示されている。本試験では，通常区及び熱返

送区ともに総乾物分解率が 40%前後であるが，熱

返送区はふん投入量がコンポの処理能力を上回り，
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表 3. 1日あたりの投入ふん及び製品堆肥の性状及び重量

Table 3. Characteristics and weight of raw manure and finished compost 

投入ふん

通常区
製品堆肥

総重量

kg/d 

（％） 

678 

(100.0) 

153 

(100.0) 

水分

kg/d 

（％） 

506 

(74.6) 

49 

(32.2) 

乾物

kg/d 

（％） 

172 

(25 .4) 

104 

(67.8) 

有機物

kg/d 

（％） 

147 

(21. 7) 

80 

(52.0) 

灰分

kg/d 

（％） 

25 

(3. 7) 

24 

(15.8) 

仮比重

0.82 

0.46 

六旱
合早．

,e, /d 

827 

333 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分解率

投入ふん
802 589 

(100.0) (73.5) 

熱返送区
製品堆肥

198 73 

(100.0) (36.9) 

分解率

さらにコンポの入気風量が 180m3/hから 144m切h

に減量しているにもかかわらず， 1日あたりの平均

乾物分解率が高くなり，先の手引き書の指標を上

回った。

通常区及び熱返送区の入気風量， 180m的h及び

144m切hから，風量あたりの水分蒸散量を算出する

とO.llkg/面及 び0.15kg/面となり，熱返送区は通

常区の 1.4倍の水分蒸散能力を示した。

通常区及び熱返送区の熱量計算に用いた条件を表

4に示すと共に表4の値から発生熱量及び排出熱量

を算出した（図 5)。

通常区の発生熱量は，外気の熱量，ブロワによる

加温の熱量及び発酵熱量の順に 67MJ/d, 113MJ/d 

及び l,278MJ/dとなり，合計で l,458MJ/dとなっ

た。発生熱量の 88%が発酵熱量であった。

熱返送区の発生熱量は，外気の熱量，熱交換器で

の加温ブロワによる加温の熱量及び発酵熱量の順

に89MJ/d, 120MJ/d, 55MJ/d及び l,654MJ/dと

なり，合計で l,918MJ/dとなった。発生熱量の 86

％が発酵熱量となり通常区と同様の傾向を示した。

通常区及び熱返送区の発生熱量及び排出熱量を比

較すると，熱返送区は通常区の 1.3倍と熱返送区の

方が多くなったが通常区 l,474MJ/d及び熱返送

区 1,872MJ/dの排出熱拡を通常区 68kg/d及び熱

返送区 88kg/dの分解乾物量で除した分解乾物あた

りの排気熱量で比較すると通常区 21.7MJ/t・d及び

熱返送区 21.3MJ/t・dとなり両区に差は見られな

(39. 8) (45. 9) 

213 176 37 0.82 978 

(26. 5) (21. 9) (4.6) 

125 98 27 0.43 461 

(63 .1) (49.6) (13.5) 

(41.2) (44.1) 

かった。

これらのことから熱返送によってコンポ入気風量

が 180m砂hから 144m切hに減量したが，温度の高

い熱返送により乾物分解率を損なうことなく良好な

発酵処理が行われた。

(2) コンポ稼働時のコスト計算

表 5に通常区と熱返送区のランニングコストの比

較を示した。

通常区のヒーター停止時の消費電力量は， 50

kWh/dであるが，ヒーターを稼働する冬季の 4ヶ月

間 (12月から 3月）は， lOOkWh/dと2倍に上昇し

た。

熱返送区は，排気配管に熱交換器を割り込ませる

だけで動力を必要としないことから，通常区のヒー

ター停止時とほぼ同じ 52kWh/dとなった。ヒー

ター稼働時に比べ消費電力量を 1/2に削減すること

ができかつ契約電力量を 2kW削減することがで

き，農場全体の消費電カピークカット効果が得られ

た。川村ら (2015)の調査により，子豚の暖房等で

ヒーターを稼働させる冬季に養豚場の消費電力量が

高くなることが明らかとなっている。このピーク

カットによる契約電力の削減及び基本料金削減は，

農場の規模が大きくなるほど電気代削減効果が大き

いことが想定される。

表 5に示す通常区と熱返送区とのコスト比較によ

り， 11.5万円／年の差が得られた。熱返送区のシス

テム導入に要する経費は，定価ベースで 27万円で
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表 4. 熱量計算に用いた条件一覧

The condition list used for calculation of the heat quantity 

日豚会誌 55巻 2号

区 測定項目
外気

(a) 

入気

（熱交換後）

(b) 

入気

（ブロワ後）

(C) 

排気

(e) 

平均温度

（℃） 
4.8 42.2 51.5 

通常区

平均風量

(m切h)
180 ↑

 

216 

湿度

（％） 
56.0 5.8 100 

熱量

(MJ/h) 
2.8 7.5 61.4 

平均温度

（℃） 
8.8 41.0 58.7 55.9 

熱返送区

平均風量

(m切h)
153 144 ↑

 

216 

湿度

（％） 
60.0 9.0 3.6 100 

熱量

(MJ/h) 
3.7 8.7 11.0 78.0 

. : 計測が出来ないため，前の測定箇所の値を利用

＊＊：表中のアルファベットは，囮 1に準拠

2,500 

2,000 

弓1,500

~ 
ヽ

噸 1,000
蓋；

500 

゜

ロ外気 ■加温空気

排気（分解乾物あtり）一21.7 一
ロ7"]Jリ加温 ロ発酵

通常区 熱返送区

団排気 25 

一21.3 20 

15 

10 

5
 

(
P
・
+
/
f
W
)

誕
盤
S
0
U
4
傘
尋
湿
延
幸
念

゜
Fig. 5. 

図 5. コンポの熱量収支

The heat balance of composting process 
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表 5. ランニングコストの比較

Table 5. Comparison of running cost of composting facility employed heater or not 

ヒーター ヒーター 契約電力 基本料金＊
消費

の有無 使用期間 (kW) （円/y)
電力量＊＊

(kWh/d) 

通常区 (a) 有 12~3月 10 132,192 
100 

(50) 

熱返送区 (b) 無 8 105,754 52 

差額 (a-b) 2 26,438 48 

• 1,101円60銭

＊＊通常区の上段は，ヒーター稼働時，下段はヒーター未使用時

••• 17円06銭（夏季）， 15円51銭/kWh(その他季）

項目

熱交換器

管材ー式＊＊＊

TSフランジ JIS5K 

ボルトナット

表 6. 熱返送システムのイニシアルコスト

Table 6. Initial cost of intake air heating system 

高温側：口径 150A

低温側：口径 50A

高温側ドレイン付

仕様＊

150A 2ヶ（全面パッキン 2ヶ）

50A 2ヶ（全面パッキン 2ヶ）

Ml6X65 (8組 2セット）

Ml2X96 (4組 2セット）

電力量
料金＊＊＊

（円/y)

379,215 

289,877 

89,338 

結露水ドレイン 接続金具， 16A水栓ソケット， 16A直管， 16Aエルボ

合計

備考：＊高温側を水平方向，低温側を垂直方向に設置する条件 ． 

.. 金額は税抜きの定価表示

***旭有機材株式会社「手動弁・自動弁• 関連製品 (2017)」製品価格表より

合計

（円/y)

511,407 

395,631 

115,776 

金額＊＊

25万円

2万円

27万円

あることから約 2.3年で償還でき，導入効果が大き

いシステムであることが明らかとなった（表 6)。

小堤ら (2015) は，直交流方式のプレートフィン

型熱交換器を用いて約 40℃の排気からの回収熱で

約 16℃の外気を 26~31℃に加温できることを報告

している。得られた温風は，製品堆肥の乾燥に用い

ることで堆肥副資材の減量化を図っている。また福

島ら (2017) は発 酵 熱 を 40~50℃の温水を得て，

この温水を自動車用ラジエターに循環することで

30~50℃の温風を堆肥舎に堆積した堆肥下部から送

風し，外気温の低い冬季の堆肥化促進を図ってい

る。

発酵容積 10m3のコンポの排気熱量は， 1日で

1,474MJ (通常区）となる。この熱量を経済産業省

(2015)の標準発熱量 (A重油： 38.9MJ/ R)から A

重油換算すると 1ヶ月あたり約 1,137R相当の熱量

が利用されることもなく大気に放出されていること

になる。さらに一般財団法人日本エネルギー経済研

究所が発表している 2016年の産業用の A重油の全

国の平均単価 (57.3円IR)から貨幣価値に換算する

と1ヶ月あたり 65,150円となった。

このように本試験では，これまで利用されずに大

気に放出していた排気熱が，有効利用できる可能性

を示した。
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(3) 今後の課題

堆肥下部からの吸引通気の排気を直交流方式のプ

レートフィン型熱交換器に導入時の課題として大量

に発生する結露水の処理（山口ら， 1983;小島ら，

2014; (独）農研機構， 2014)が指摘されている。本

試験においても図 lに示した配管及び熱交換器か

ら，約 200QI日の結露水が発生している（データ未

記載）。

結露水のアンモニア濃度は， 2,500mg/R, 前後と

なることから 500g/日の窒素が，排出される。その

ため，結露水を肥料利用できない場合，浄化処理施

設などでの適切な窒素処理が必要となる。またコン

ポ排気には，粉塵が多く含まれることが想定される

ことから熱交換器の目詰まりが懸念される。

これらのことから配管や熱交換器から結露水や粉

塵を速やかに排出し回収する配管の敷設方法や熱交

換器の設置方法などの検討と合わせ，回収結露水の

適切な利用・処理方法の検討が今後必要である。

また本試験結果から熱返送区は，入気風量が減量

された条件下であっても 1日あたりの乾物分解率，

風量あたりの水分蒸散量及びふん処理量が処理能力

を上回ったことから，熱返送が堆肥化促進効果を有

する可能性が示唆され，今後さらなる検討が必要で

ある。

文 献

阿部則夫・小原孝博・杉浦千佳子： 2000, (1)良質堆

厩肥の通年生産技術の実証，青森県誌畜産試験場

試験研究成績書（平成 10~11年）， 30-33.

（独）農研機構 中央農業研究センター： 2014, 密閉

縦型発酵装置とアンモニア回収装置を組み合わせ

た窒素付加豚ぷんペレット堆肥の製造技術マニュ

アル，（独）農研機構 中央農業研究センター，茨

城

ErcKENHORST, V. and KIMPENHAUS, W. : 1977, Agro-

W如mepumpenutzt die W arme von Stallmist, 

Elektrowarme in Technischen Ausbau, 35 (5), 15 

A290-294. 

福島博・布野秀忠• 安田康明： 2017, 牛ふん堆肥

発酵熱を回収・再利用した高温発酵堆肥化技術の

開発， 日本畜産環境学会誌， 16,61-72. 

菱沼竜男•井原智彦・志水章夫・楊翠芥・玄地 裕：

2007, LCA手法を用いた肥育豚糞尿処理システ

ムの環境影響の比較，農業施設， 38,43-56. 

本多勝男• 宮崎光加・矢島 潤： 1994, 豆腐カスと

豚・鶏ふん組み合わせによる堆肥化試験（平成 5

年度），神奈川県畜産試験場成績書（平成 5年度畜

産環境試験研究成績書），資料6-1, 7-14. 

岩渕和則・木村俊範： 1994, 家畜糞の好気性分解反

応特性第 1報，農業機械学会誌， 56, 67-73. 

川村英輔・高田 陽・高柳典宏： 2015, 2養豚場の

「消費電力の可視化」と消費電力の負荷平準化，日

豚会誌， 52, 50-63. 

川村英輔・高田 陽・小島陽一郎： 2016a, 密閉縦型

発酵装置の発酵熱と回収可能熱量，日豚会誌， 53,

21-31. 

川村英輔・高田 陽・小島陽一郎： 2016b, 熱交換器

による密閉縦型発酵装置からの熱回収，日豚会

誌， 53, 129-136. 

経済産業省資源エネルギー庁： 2015, エネルギー源

別標準発熱量一覧表

小島陽一郎・阿部佳之： 2011, 吸引通気式堆肥化処

理による発酵熱の回収と利用，農業施設， 42,51-

58. 
小島陽一郎・阿部佳之・天羽弘一： 2014, 吸引通気

方式堆肥化施設で回収した発酵熱による水の加温

一加温特性と実規模施設における乳牛への温水供

給ー，農業施設， 45, 99-107. 

草苅耕造・斉木孝•井上重美・浦上雅道： 1984, 家

畜ふん発酵熱利用，岡山酪試研報， 21, 79-88. 

小堤悠平・長峰孝文・畠中哲哉・道宗直昭： 2015, 発

酵熱を用いた堆肥の乾燥，日畜会報， 86,219-227. 

関 平和・小森友朗： 1984, 埋設管内通水方式によ

る堆肥発酵熱抽出の試み，農業気象， 40,219-228. 

関 平和・小森友朗： 1992, 堆肥熱回収のための充

填槽型加熱塔の解析，農業気象， 48,237-246. 

妹尾泰利： 1995, 管内の速度分布と平均動圧，内部

流れの力学， 98-99,株式会社養賢堂，東京．

社団法人日本養豚協会： 2010, 養豚基礎調査全国集

計結果平成 21年度．

鈴木和美・大泉長治•佐二木茂明： 2001, 養豚経営

における豚ふん堆肥生産方式の実態調査，千葉県

畜セ技報， I,39-46. 

VIEL, M., SAYAG, D., PEYRE, A and ANDRE, L.: 1987, 
Optimization of in-Vessel co-composting through 

heat recovery, Biological Wastes, 20, 167-185. 

山口和光・設楽 修・金子史郎： 1983, 豚ぷん発酵

熱による効率的な豚舎暖房に関する研究，兵庫県

立畜産試験場研究報告， 20,47-50. 

吉田邦夫•吉田英生： 2005, 熱交換器における伝熱

の基礎・コンパクト熱交換器， 26-27・82-91,財団

法人省エネルギーセンター，東京．

財団法人畜産環境整備機構： 2004, 家畜ふん尿処理

施設の設計・審査技術， 1-19, 財団法人畜産環境

整備機構，東京．

財団法人日本土壌協会： 2000, 堆肥等有機物分析

法 18-21,財団法人日本土壌協会東京．

-46-



2018, 6月 コンポの熱返送効果 日豚会誌 55巻 2号

The Effect of Heat Recovery Aeration with the Exhausted 
Air on the Enclosed Vertical Type Composting Facility 
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We tried to recover and utilize heat of exhaust from the enclosed vertical type composting facility 

(Compo) as heating source of air with the plate fin type heat exchanger. As a result, the temperature of 

the warmed air after heat exchange between exhaust gas of Compo (52.2℃, 210 m3 /h) and air (11.3℃, 153 

記/h)reached 40.8℃, and its heat quantity was 4.5MJ/h. The heat exchange efficiency converged upon 

approximately 69% under these conditions, and the overall heat transfer coefficient was 90 W /m2・K. 

The volume of warmed intake air of facility decreased from 180 m切hto 144m的hby passing along a heat 

exchanger. Fermentation was maintained by using for an air intake of facility the warm air obtained by 

heat exchange, there was no negative influence on a dry matter decomposition. 

We are using warm air for the air intake to facility, compared with the heater, amount of used elec-

tricity became half and electric cost has reduced about 115,000 yen per year. 

Jpn. J Swine Science, 55, 2: 37-47 

Key words : Enclosed vertical type composting facility, Pig manure, Heat exchanger, Heat recovery, Use 

of the warm air to an air intake of facility, Heater 
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