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防水シートを用いた家畜ふんの簡易堆肥化方法(第2報)

松本尚子・山田正幸・石井秀和*・鈴木睦美・浦野義雄

Method of Composting Livestock Excrements using Waterproof Seat (11 ) 

Naoko MATSUMOTO， Masayuki YAMADA， Hidekazu ISHII， 

Mutsumi SUZUKI and Yoshio URANO 

*東部農業総合事務所家畜保健衛生部

要 旨

中小規模畜産農家に堆肥製造を奨励するために、省力・低コストの発酵施設を開

発した。この堆肥化施設は地面に防水シートを敷き、その上に土を固めた堆肥盤を

作成し、上部に通気パイプを埋め込んだ構造で、農家自ら設置と補修が可能である。

堆肥化は、 70%程度に水分調整したふんを堆肥盤の上に積み上げてシートをかけて行

う。通気パイプをブロアに接続して連続送風を行うため、切り返しはしない。

発酵は順調に進み、できあがった堆肥は切り返しを行わないため層状になった。

上層ほど水分が高くなったが、全層平均では不織布の上掛けシートの場合は約53弘

穴あきポリエチレンの上掛けシートの場合は63%まで低下し、有機物分解率も約36%

であった。不織布シートの場合においては、できあがった堆肥を次の堆肥化の水分

調整材として使うことも可能と思われた。

コストは乳午40頭規模の試算で、イニシャルコストが約12"'24万円、ランニング

コストが約14"'18万円/年であった。

したがって、①超低コスト②簡易③省力④高品質⑤リサイクルが実現できる堆肥

製造方法の基礎が確立でき、中小規模畜産農家のふん尿処理施設の整備に寄与でき

るものと思われた。

緒言

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進に関する法律Jの完全施行により、ふん

の適正管理が義務化される。ふんの適正管理

方法として最も推奨されているのは堆肥化で

ある。しかし、畜産農家の経営技術の中に、

これまでふんの堆肥化に関するものはほとん

ど見あたらない。その結果、プラントメーカ

ーが開発した高度な技術と施設を、高い設備
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投資と引き替えに導入しなくてはならないと

いった状況である。

設備投資に耐えられる規模の大きい農家は

適正処理が可能であっても、投資に耐えられ

ない中小規模農家は廃業になってしまうおそ

れがある。そして、畜産農家の規模別分布を

見ると、過半数以上は中小規模である。実効

ある畜産環境改善を進めるためには、これら

の中小規模畜産農家の整備推進を可能にしな
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くてはならない。中小規模農家でも導入でき

る条件をクリアする堆肥製造方法を開発する

以外にないと思われた。

その条件として、①超低コストである。②

コンクリートで永久構造物を作らない。③設

置も、補修も、撤去も自分でできる。④確実

に発酵が進む。⑤切り返し等の重労働は省略

できる。⑥水分調整資材は出来上がり堆肥を

利用できる等である。これらの条件をクリア

できる方法であれば、。農家は施設の設置から

堆肥化作業までの全てを自分で行える。いい

かえれば、堆肥製造について計画、実行、反

省、改善のサイクルを自分でまわせる。これ

をくり返せば堆肥製造が農家技術になると考

えられ、自分自身で良質堆肥生産にむけて改

善していくことができるようになる。

①から⑥の条件をクリアする方法として、

我々はシートに包んで堆肥化する方法の開発

を進め、これまでに暗渠排水用のパイプを堆

肥の山に埋め込み自然換気により切り返しが
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省略できること等を明らかにしてきた 1)。こ

の方法は発酵期間が長いこと、搬出時に機械

のバケットが下敷きシートをくわえ込んでし

まうこと、堆積物の下側の水分が高くなるこ

と等の欠点があり、実用には不向きな面もあ

った。今回はより実用に耐えうるように、ま

たくり返し利用できるように、土壌を利用し

て簡易堆肥盤を作り、通気によって確実で短

期間の発酵と水分の蒸発を促す等の工夫を加

えたので、その結果を報告する。

材料及び方法

1 簡易堆肥化施設の設計および仕様

1)堆肥盤

地面に約4mX約10mの防水性のあるシート

を敷き、その上に土をのせてショベルローダ

等で厚さ 15cm程度に圧密する。圧密層の表面

には、径48mmの足場パイプをパイプジョイン

トでつなぎ、 4列にして埋め込む(図1)。こ

の規模で、約40m3 を堆積することができる。

⑮ 

フロア

図1 堆肥盤平面図(パイプジョイント部分は省略)

2)送風

中央2列のパイプは、堆肥をのせる部分に1

OOmm間隔で6........10mmほどの通気用の穴をあけ

て、末端にキャップをしてブロアにつなぐ(図

2)。送風量は、堆肥の容積1m3当たり毎分約3

OLで連続送風とした。送風時の静圧は、約o.
4kPaであった。
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通気パイプの構造

-透湿性の不織布シート(以下不織布シート

とする)を.上掛けして、ハウス用パイプとパ

ッカーおよびマイカ一線で固定する

図2

3)上掛けシート

穴あきポリエチレンシート(以下、ポリエ

または防水性・通気性 (図3)。
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固定する。通気はブロアからの連続送風とし、

切り返しは一切行わない。堆肥化開始10日後

頃に、堆積物の高さが約2/3に減少するため、

たるんだ上掛けシートを張り直す。

実施場所

勢多郡富士見村(畜産試験場)

実施期間

l回目:冬季(平成14年11月14日"-'1 2月27日)

2回目:春季(平成15年 4月21日"-'6月 4日)

3回目:夏季(平成15年 7月14日"-'9月 4日)

調査項目

調査項目として、堆積した堆肥の上層(上

堆肥化方法

乾燥堆肥を敷き料に再利用するフリースト

ール牛舎(ふん尿混合)から排出されるふん

尿を、水分調整材を敷いた一時貯留場所に7

日"-'1 0日間堆積しておく。一定期間堆積した

牛ふんは、敷き料や乾燥堆肥と混合して、水

分を約70%に調整する。水分調整後の牛ふん

は、ショベルローダ等で堆肥盤に積み上げる。

この時パイプを埋設しであるため、ショベル

ローダが堆肥盤に乗り上げる際は長辺方向か

らのみとした。高さ 150cmほどに牛ふんを積

上掛けシートをかけてシートを

ー堆肥製造時の断面図図3

2 

3 

4 

5 
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み上げた後、
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から 20cm)、中層(下から75cm)、下層(下か

ら25cm)の温度と、堆肥化開始日および終了

日の堆肥の成分(水分、 pH、EC、アンモニア

態窒素、硝酸態窒素、全窒素、全炭素、炭素

率、りん酸、加里、灰分)を測定した。

結果

1 簡易堆肥化施設

堆肥発酵終了後の堆肥盤土壇表面の水分は

約38%、堆肥盤の地耐力は約20"'-'2akg/cm 2で、

繰り返し利用が可能であった。また上掛けシ

ートについては、ポリエチレンシートは耐久

性がないため一度使用すると廃棄となるが、

90 

80 

70 

;1i! 60 
度 50
，..、、
。，c40

'-' 30 

20 

10 

o 
4/21 4/28 5/5 

今回使用した不織布シートは3回とも同一の

シートを使用できた。したがって一年以上の

繰り返し使用が可能であった。

2.堆肥の発酵

堆肥化試験の代表値として春季のデータを

以下に示す。図4のとおり春季における堆肥

化の発酵温度は堆肥化開始2日目に70"Cまで

上昇し、その後ゆるやかに低下した。下層よ

りも上層の方が発酵温度は高いが、下層でも

60"Cを 1週間は維持した。冬季および夏季に

ついても同様の発酵パターンを示した。発酵

期間は連続送風を行ったため、 lか月 "'-'1か月

半に短縮された。

+温度(OC)下25cmU

-0ー温度(OC)下75cmW

5/12 5/19 5/26 6/2 

図4 堆肥の発酵温度の推移(春季・防水透湿性不織布シートの場合)

3 堆肥の性状

春季における堆肥化終了時の各試験区の断

面を写真lに示した。切り返しを行わないた

め、層状構造となった。水分は上層ほど高い

が、全層の平均水分は不織布シートで53%，

ポリエチレンシートで63%と、不織布シート
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の方が10別まど低くなった(表1)。また、ど

ちらのシート区でも有機物分解率は同等であ

った。

各層の堆肥の性状および成分は、冬季・夏

季においても同様の傾向を示した(表2，表3)。
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写真 l 出来上がり堆肥の状況

穴あきポリエチレンシート
察縁日，r"

表 1 堆肥化終了後の状況

防水・通気・透湿性不織布シート

試験区 サンプリンク.位置 地面からの距離 色 水分 有機物分解率
C m % % 

不織布 上 80----1 00 暗褐色 67.0 37.3 
中 15----80 淡褐色 46.9 27.7 
下 0----15 茶褐色 57.0 62.1 

全層平均 53.0 36.0 
穴あきポ l)lf¥l/ 上 85----103 淡褐色 77.8 30.3 

中上 55----85 黒褐色 72.843. 6 
中下 20----55 暗褐色 53.3 32.1 
下 0----20 茶褐色 49. 7 46. 1 

全層平均 63.0 37.0 

表 2 堆肥の水溶性成分(春季)

サンtリング サンtリング 水分 pH EC アンモニア態窒素 硝酸態窒素
時期 位置 % mS/cm 岨g/100g現物 mg/l00g現物

開始時 72.2 8.4 3.5 556.9 0.0 
終了時 不織布上 67.0 8.7 4.2 33.2 0.0 

中 46.9 8.3 4.6 9. 1 1. 7 
下 57.0 7.8 3.7 7.6 5.6 

ポリエチル上 77.8 8.9 1.7 26.9 0.9 
中上 72.8 8.9 4.7 70.0 トO
中下 53.3 8.5 4.9 21.8 2.1 
下 49.7 8.1 4.4 8.2 1.7 

表 3 堆肥の成分(春季)

サン7。リンク' サン7・1)シグ 全窒素 全炭素 炭素率 りん酸 加里 灰分
時期 位置 % % % % % 
開始時 1.54 42.07 27.3 1.40 2.35 11.88 --夜-Yn事-----不議有王......1:蕊------:3 7: i 5 ------1-9-. -8" -----i ~ 5 O -------:3.-i 3-・ー・・・ 17.百--

中1.29 41. 93 32.5 1'.56 2.71 15.71 
下1.91 36.78 19.3 1.75 2.58 26.23 

ポリエチレン上 1.43 39.87 27.9 1.82 . 2.00 17.48 
中上 1. 61 38.70 24.0 1. 82 3.79 20.75 
中下 1.71 38.79 22.7 1.86 3.06 17.77 
下 1.56 39.63 25.4 卜40 2.59 22.02 
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考察

l 堆肥の低水分化と再利用

今回の試験から、堆肥盤上に水分70%に調

整した家畜ふんを堆積すると、排出液は全く

発生せず順調な発酵が進んだ。なお堆積時の

水分を 75%にしても順調に発酵するが、発酵

期間が長く堆肥の水分が高くなり、少量では

あるが排出液が出て通気パイプを詰まらせる

原因になるなどの不利な点がみられた。上掛

けシートの材質により出来上がり堆肥の水分

は大きく異なり、不織布シートでは50%程度

まで低下したが、ポリエチレンシートでは60

Z強の状態であった。土壌を転圧して作成し

た堆肥盤は、堆肥盤の長辺方向にのみ作業方

向を限定している欠点はあるものの、積み込

み搬出作業のくり返しにも耐えることカ〈でき

た。

牛ふんの堆肥化の場合には、水分調整が不

可欠であり、水分調整資材の安定的確保に多

大な経費と労力が要求される。水分調整資材

として出来上がり堆肥を利用できれば、この

問題は一挙に解決でき、その意味でも戻し堆

肥が期待される。

不織布シートでは水分50%程度の堆肥が約

30m3 (12t)生産できる。この場合に戻し堆肥

として次の堆肥作りが可能かどうかを試算す

ると、乳牛40頭をふん尿分離牛舎で飼養する

場合では、ふんを日量2tとすれば、 10日間

では20t 、水分50%で仮比重0.4の堆肥を使用

して水分70%まで調整することにすると、 出

来上がり堆肥30ぜ(I2t) で水分調整できる

20 tのふんの水分は82%である。混合により

水分70%に調整したものは40ぜ (32けとなり、

-70 -

ちょうど簡易堆肥盤 1基分である。水分82%

のふんとは、尿と全く混合してない健康な状

態の牛から排せつされたものである。つまり、

この方式の堆肥化では、ふん尿分離が完全な

ふんであれば、出来上がり堆肥のみで水分調

整が可能で、オガクズ等を堆肥製造用水分調

整資材として購入する必要がないことを意味

している。計算が示すとおり、この堆肥化方

式の現状技術では、堆肥を水分調整材に再利

用する場合に余裕が全くない。今後出来上が

り堆肥の水分を更に低下させる方向で

2 イニシャルコスト及びランニン.グコスト

以上の結果から、シート上に土をのせて簡

易堆肥盤を作り、その上に水分70%に調整し

て上掛けシートを掛けて堆肥化する方法の全

体像を組み立ててみる。

堆肥盤l基で10日分であり、 lカ月で堆肥化

が終了するから、全体で4基あればよく、全

体配置は図5のようなものが考えられる。 Y

字継ぎ手とバルブの組合せにより図のように

分岐させれば、送風量は4.8m3
/分で静圧は0.4

kPa程度であるから、これに見合うブロアと

しては0.8kPa、風量6m3、O.2kw程度のものl台

で対応できると考えられる。

以下に、上記の考え方で施設を設計した場

合のコストを計算する。乳牛40頭規模の酪農

家で、 160m2の簡易堆肥盤を自家施工した場

合のイニシャルコストは、表4のとおりであ

る。またランニングコストは、上掛けシート

などの消耗品や電気代を合計すると、年あた

りの費用はポリエチレンシートの場合で143，

664円、防水透湿性不織布シートの場合が176，

064円となる(表的。
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図5 ブロア接続例

表4 堆肥盤4基分の費用(概算)

材料 数量・規格 単価 計

下敷きシート(ポリエチレンシート)
上掛けシート(穴あきポリエチレン)
ブロア
足場パイプ (48mm)
ホース
パルプ
Y継ぎ手，ホースパンド等

4基160m2

、

4基240m2

l個
27本
25m 
4個

60円
40円

50，000円
1，000円
800円
3000円

合計

上掛けシート
(防水・通気・透湿性不織布シート)
その他向上

4基240in2 500円

9，600円
9，600円

50，000円
27，000円
20，000円
12，000円
5，000円

133，200円

120，000円

合計 243，600円

表 5 年あたりの消耗品およびランニングコスト(概算)

項目 年あたり費用

穴あきポリエチレンシート(l回使い捨て)
60m2 X 40円X4セット X (365日/10日X4基)

ブロア (0.4kW)電気代 O.4kWX 16円/kWX365日X24時間

合計

87，600円
56，064円

143，664円

防水・通気・透湿性不織布シート(通年使用)
ブロア (0.4kW)電気代 O.4kWX 16円/kWX365日X24時間

120，000円
56，064円

合計 176，064円

-71 -
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3 簡易堆肥盤の長所

以上の方法で乳牛ふんの堆肥化を行うと、

①超低コストである。②コンクリートで永久

構造物を作らない。③設置も、補修も、撤去

も自分でできる。④確実な発酵が進む。⑤切

り返し等の重労働は省略できる。⑥水分調整

資材は出来上がり堆肥を利用できる等の条件

がクリアでき、中小規模畜産農家のふん尿処

理施設の整備推進が可能になる。

同様の方式として、北海道立畜産試験場で

開発されたシートを用いた排世物貯留施設 2)

が挙げられる。この方式の主旨はふん尿の貯

留であり、堆肥化を第一の目的としていない。

北海道では貯留場所や生ふん尿の施用ほ場が

多く確保できるとしても、群馬県においては

個々の畜産農家が「北海道方式Jに割ける十

分な土地があるとは考えにくい。よって貯留

期間が長期にわたることや発酵があまり進ま

ないことなどを勘案すると、県内でこの方式

を実際に利用できるケースは限られるのでは

ないかと思われる。

4 まとめ

今回の手法における堆肥盤造成時の留意点

は、①堆肥盤の面積に余裕を持たせると管理

作業が楽である。②堆肥盤は、シートに土を

のせてから作業機を乗り入れる、の2点であ

る。さらに、堆肥化開始時の留意点は、①排

汁が出ると通気パイプをつまらせてしまうの

で、開始時のふんは水分70%程度に調整する。

②積み込みおよび搬出時の機械作業は、堆肥

盤の短辺方向に行うと表面が壊れるため、長

辺方向に行う。③積み込みゃ搬出は小雨程度

なら可能であるが、強風の日は上掛けシート

を張るのが大変なので、大雨や強風の日は延

期する。④送風系統のバルブの前後に小穴を

開けてビニルチュープをU字に曲げて水を入

れて作製した簡易圧力計をつけると、バルブ

の開閉による送風量の制御や穴開け足場パイ

プの目詰まりの状況把握が可能となり便利で

ある。⑤足場パイプ等は繰り返し使用すると
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腐食するが、安価なので交換する。⑥上掛け

シートの使用回数は、穴あきポリエチレンシ

ートでは再利用が難しいが、防水・透湿性不

織布シートでは確実に再利用可能である。

作業時間としては、 10日にl回の撹持混合

と堆肥盤への積み込みと、積み込み後10日目

のシートの張り直し、発酵終了後の搬出のみ

の作業である。

ただし、この施設は堆肥化を行うものであ

るため、堆肥盤にふんを積みあげて堆肥化を

開始するまでに、一時的に7"'10日間分のふ

んを貯留しておく施設が別途必要である。

中小規模畜産農家においてふん尿処理を進

めるためには、施設と水分調整資材の安定的

な確保が不可欠である。今後この方法で出来

上がった堆肥を水分調整に再利用するために、

更に水分を低下させる方法を検討したい。ま

た、実際にこの施設を設置する場合には、農

家ごとに創意工夫を加えて使いやすい形で活

用していただきたい。
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