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鹿児島農総セ研報（畜産）　第2号　2008　1－5

採光性牛舎の堆肥発酵機能の検証

幸野拓矢・高木良弘・大田均・上原修一＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　約

　採光性牛舎の堆肥発酵機能の検証を行った結果，以下の点から採光性牛舎の牛床は堆肥化してお

らず，別途堆肥化施設での高温発酵過程を経た堆肥化処理が必要であり，生産堆肥にっいては加里

濃度が非常に高くなることが示唆されたため土壌分析を併用した施肥設計が必要であることが分か

った．また，採光性牛舎の牛床の中でも比較的交換頻度の高いスタンチョン周辺の泥淳化した牛床

は，モミガラで容積重を5kg110L以下に調整することで，通常の牛ふん同様，高温発酵過程を経た

堆肥化処理が可能であった．

1．牛床温度は年問通じて5℃～35℃の問で推移し，高温発酵はしておらず，このままの状態で

耕地に施用すれば飼料畑への雑草の侵入等が懸念された．

2．牛床の腐熟度を判定したところ，中熟か未熟であり，完熟堆肥ではないことが分かった．

3，採光性牛舎の牛床の肥料成分は加里が非常に高く，一般の牛ふん堆肥とは大きく成分比が異な

　り，採光性牛舎牛床を堆肥化処理した際はさらに堆肥中の加里濃度が上昇することが示唆された，

キーワード：加里濃度，牛床，採光性牛舎，堆肥化

　　　　　　　　　　　緒　言

　曽於地域（旧曽於郡，ただし，旧輝北町は除く。）は日

本でも有数の黒毛和牛の子牛生産地域である．近年，この

地域において「ドーム型牛舎」と呼ばれる除ふん作業を省

力化した牛舎が注目を集め，平成12年から平成18年の7

年間で224棟が建設されている（図2），毎目の除ふん作

業を必要としないことから高齢の子牛生産者が建設する例

が多く　（図3），早くから補助事業によるドーム型牛舎の

普及に取り組んだ曽於市末吉地区（旧末吉町）では，平成

12年からの肉用牛飼養戸数の減少が，県内のそれに比べ

て緩やかになっている（図4）。

　平成12年のドーム型牛舎建設当初は当該牛舎の堆積ふ

ん尿敷料（以下「牛床」という）は牛の蹄によって撹拝さ

れることで，空気がよく入り込み堆肥化されるものと考え

られていた．しかし，県の畜産関係職員の一部から「ドー

ム型牛舎の牛床は本当に堆肥化しているのか」と疑間の声

が揚がった。もし，牛床が堆肥化されていない場合はそれ

が直接施用された場合には雑草の侵入等，作物の生育に悪

影響を及ぼす可能性がある。また，ドーム型牛舎は牛舎底

盤が不浸透性のコンクリート構造であり，牛床交換頻度が

非常に少ないことから牛床中に塩類が蓄積されている可能

性もあり，この牛床を施用したために飼料作物のテタニー

比が高まりその飼料作物を給与した牛の生産性を低下させ

る懸念もある。

　そこで畜産試験場ではこのドーム型牛舎を目光を透過さ

せる屋根の特徴に因んで「採光性牛舎」と呼び代えて，採

光性牛舎の牛床は発酵しているという前提で堆肥発酵機能

の検証を行うため，実際に農家が使用している採光性牛舎

の牛床について温度，腐熟度にっいて調査を行った。また，

前述した当該牛床中の塩類蓄積程度を明らかにするために

牛床の肥料特性調査を，さらに牛床を現場で最も良く見ら

れる無通気堆積発酵施設で高温発酵過程を経た堆肥化処理

が可能であるかを明らかにするために牛床の堆肥化試験を

行い，知見が得られたので報告する．

＊1　曽於家畜保健衛生所 図1採光性牛舎全景
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1．牛床の年間温度変化

　対象農家（飼養頭数：農家F29頭，農家W25頭，農家

丁30頭，農家S30頭，H16．8現在）月1回，1年を通して

牛床の温度を測定した．測定温度は，牛床表面から5cmま

での層（以下，r表層」という）及び5cmから20cmまでの深

さの層（以下，「中層」という）の温度を自動温度記録計

で測定し，その平均値とした．
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　　　図3採光性牛舎建設者年齢層

く＞鹿児島県　　　　今旧末吉町
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　　図4肉用牛飼養戸数の減少率

H18（年次）

　　　　　　　　　試験材料および方法

　牛床の温度および腐熟度にっいては曽於地域の採光性牛

舎設置農家（以下，「対象農家」という）4戸で，牛床の

肥料成分についても同地域の対象農家10戸で，牛床の堆肥

化状況を把握するために調査した，牛床の堆肥化試験につ

いては，対象農家1戸で当該農家所有の無通気堆積発酵施

設で行った．

図5　牛床温度測定状況

2．牛床の腐熟度

　鹿児島県農業試験場が開発したr二酸化炭素発生量によ

る家畜ふん堆肥の腐熟度判定」により牛床の腐熟度を判定

した．分析には牛床材料を対象農家の牛床の表層及び中層

から採取し，風乾粉砕して試料として供した，この試料0．

5gと風乾土壌（黒ボク土）10gを500m1の試薬瓶に入れて混

和後，硫酸アンモニウム水溶液（硫酸アンモニウム9．52g／

蒸留水1L）4。5mlを添加し，4目間，30℃で密栓培養した，

培養後のガスを二酸化炭素測定用ガステック社製気体検知

管に吸引して二酸化炭素発生量を測定し，r簡易測定法に

よる腐熟度判定基準」によって腐熟度を判定した．

　　　　　図6　簡易腐熟度判定実施状況

注1）「二酸化炭素発生量による家畜ふん堆肥の腐熟度判

定j平成16年度九州沖縄農業研究センター研究成果情報

3．牛床の肥料特性

　牛床の肥料特性を調査するために対象農家牛床で材料

（表層，中層，下層を混合したもの）を採取（H18．11～Hl

9．2）し，窒素，リン酸，加里を測定した。測定法は堆肥

等有機物分析法Dに準じた。
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4。牛床の堆肥化試験

　泥檸化しやすく，比較的交換頻度の高いスタンチョン周

辺の牛床の堆肥化試験を行った，

　繁殖牛30頭飼養農家の4ヶ月間交換しなかった泥檸化し

た牛床に，モミガラを混ぜて容積重を4。9kg／10Lに調

整し，無通気型の切り返し型堆肥舎で月1回の切り返しを

2回行い，3ヶ月間で堆肥化処理を行い，以下の項目を調

査した．

　（1）堆肥化期問中の湯度変化

　（2）水分および有機物含有率

　（3）乾物分解率

　堆肥化温度については，牛床の温度同様，自動温度記録

計で測定し，水分，有機物含有率については堆肥等有機物

分析法1ナに準じ測定した。また，乾物分解率については有

機物含有率の結果から算出した。

乾物分解率＝（イニシャル有機物含有率一当時点有機物含

　　　　　有率×イニシャル灰分／当時点灰分）

2．4戸とも二酸化炭素濃度は1．5％以上で中熟または未熟

　であり（図9），完熟堆肥ではなかった．
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図7　堆肥化試験の実施状況

図9牛床の腐熟度（CO、濃度）

　　　　　　　　　結果

1．牛床温度は年問通じて4戸でほとんど差がなく，5℃

～35℃の間で推移した（図8）．

注2）二酸化炭素濃度2・5％以上未熟，L5～2．5％中熟，

　　1．5％未満完熟

3　対象農家10戸の牛床の肥料成分は加里が非常に高く，

一般の牛ふん堆肥とは大きく成分が異なった．また，牛

床の未交換期間が長くなるほど，肥料成分が高くなる傾

向を示した（図10）．
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注3）（）内は調査時の牛床の敷料交換から採材までの

　　期間，オガクズ入り堆肥（牛）（草地試，1983）

ク
グ

4．堆肥化温度は堆積14日目で雑草種子や病原性細菌の

　死滅温度とされる60℃に達し，堆積70目目まで60℃

　以上の高温発酵は続き（図11），試験期問中で水分含有

　率は64．6％から59．5％へ，有機物含有率は69．5％から

　60．4％に低下し23％の乾物分解が確認できた．（図12）

評心ヤ尉心ツ試諏うざv
　　　　　図8牛床温度の推移
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　　　　図12堆肥化状況

　　　　　　　　　　　考察

　発酵している牛床の温度は上昇すると考えられるため，

牛床温度を測定したが，年間を通じて60℃近い高温発酵

は認められなかった．60℃以上の高温を数日間持続させ

ると，家畜ふん尿に存在している可能性がある病原菌や寄

生虫，雑草の種子が死滅する2）ことが知られているが，採

光性牛舎の牛床においては充分な温度上昇がないことから，

病原菌や寄生虫，雑草種子の死滅は考えられないために別

途堆肥化施設での堆肥化処理が必要だと思われる．

　温度測定の結果，採光性牛舎の牛床は高温で発酵してい

ないことが明らかになったが，「採光性牛舎の牛床はなか

なか増えない」とういう設置農家の話をよく耳にしている．

堆肥化に関与する微生物は，通常30℃以上の環境温度の

もとで増殖が旺盛になるとされている2）ため，中温域での

微生物の活動により牛床中の乾物が分解されている可能性

も考えられる．

　井ノ子ら3）が定義する腐熟がどの程度進んでいるかを調

査するために，鹿児島県農業開発総合センター土壌環境研

究室が開発した簡易腐熟度判定法により牛床の腐熟度を判

定したが，完熟と言われるレベルの腐熟までは至っていな

いことが分かった．また，牛床は採材する際にはスコップ

が全く入らない程固まっており，当初考えられていた牛の

蹄による撹搾は充分には行われていないと思われた，

　採光性牛舎では日光が入ることで牛ふんの水分が蒸発，

乾燥し，これが牛に踏み固められ，何層もの層を作りなが

ら固くなうて堆積する．このため，見た目ではほとんど牛

床面は上昇せず，あたかも牛床が分解されているように見

えると考えられる．

　採光性牛舎では牛床の入れ替えが少なくてすむため牛床

の加里が濃縮し，過剰な加里濃度の上昇が確認された．こ

のような堆肥の飼料作物への施用はグラステタニー等の原

因に成り得るため注意が必要である．土壌による希釈作用

もあるため，この結果だけでは即グラステタニーの危険性

があるどは言えないが，この事実を知らずに施用を続ける

ことで危険性は非常に高くなる．この点は農家もしっかり

と認識して，当該牛床から生産された堆肥の施用について

は，土壌や堆肥分析の結果を考慮した施肥設計を行ったう

えで実施する必要がある．

　泥津化しやすく比較的交換頻度の高いスタンチョン周辺

の牛床の堆肥化試験では堆肥化温度は雑草種子や病原性細

菌の死滅温度とされる60℃に達し，堆積70日目までその温

度を維持した．水分と有機物含有率も順調に低下し，採光

性牛舎の泥檸化した牛床は容積重調整を行うことで堆肥化

施設での高温発酵過程を経た堆肥化処理が可能であり，そ

の乾物分解率についても通常の牛ふん（無通気型堆肥舎，

堆積2m，切り返し月！回の条件で1目平均乾物分解率0．3％）

4）とほぼ変わらないことが分かった．

　本試験では「採光性牛舎の牛床は発酵しているという前

提で，堆肥発酵機能を検証する」ということで試験がスタ

ートしたが，実際は一般に言われる堆肥発酵はしておらず，

採光性牛舎牛床を未処理のまま耕地に施用すると作物の生

育に悪影響を及ぼす可能性が示唆され，別途堆肥化処理施

設で堆肥化後，耕地へ施用することが必要であることが分

かった，また，採光性牛舎牛床については加里が蓄積して

いることが明らかになったことから，生産堆肥については

肥料成分を把握し，さらに土壌分析の結果も併用した施肥

設計を行うことが望ましい．

　なお，本試験で得られた成果にっいては，鹿児島県肉用

牛振興協議会が発刊する「パドック型採光性牛舎の維持・

管理マニュアル」として活用し，採光性牛舎での牛ふん尿

の管理およびその利用を啓発することとしている．
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