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農業施設， 45巻 3号， 99 ~ 107， 2014. 9 

技 術 論 文

吸引通気式堆肥化施設で回収した発酵熱による水の加温*1

-加温特性と実規模施設における乳牛への温水供給一

小島陽一郎*2.阿部佳之*2.天羽弘一*2

* 1農業環境工学関連学会2012年合同大会および2013年度農業施設学会大会にて一部発表
叫(独)農研機構・畜産草地研究所 干 329-2793栃木県那須塩原市

要旨

本研究では，堆肥化過程で発生する発酵熱を，吸引通気式堆肥化システムにより 30kW程度の熱量を持つ排気として回収し，

プレートフィン型熱交換器を用いた水の加温特性(実験 1) および実際の酪農家において温水を乳牛へ飲水供給する場合

の温水供給能力(実験2)について検討した。その結果，実験1では， 1 ~ 14 L . min.1の通水量において，得られる温水温

度は48.3~ 31.0 'cで，水の加温に利用された熱量は，最大で1.41MJ. min.1であった。このとき熱交換効率は90%程度であり，

総括伝熱係数は， 5 L. min.1以上の通水量では，80~90W.m.2 ・ K1 で安定した。実験 2 では 実験1と同じ熱交換器を用

いて得られた温水を，118!i長規模の乳牛群の飲水として供給するシステムを構築し，平均33.3'cの温水， 14.4 m3・d.1 (乳牛

1頭あたり 122L. d.1
) が供給できた。このとき，水の加温に利用された熱量は， 1 630 MJ . d.1であった。また，本熱回収シ

ステムの運用には，熱交換過程で発生する結露水の処理・利用方法の検討が必要で、あることが明らかになった。

キーワード:家畜ふん，堆肥ft，発酵熱，熱回収，欽水給与，バイオマスエネルギー

はじめに

堆肥化は，日本で発生する家畜ふん尿の主要な処理方

式である。この家畜ふんの堆肥化過程では，有機物の分

解にともなって熱(以後，発酵熱)が発生する(藤田，

1993)。これまで，複数の研究者がこの発酵熱を回収し，

利用する研究をおこなってきた。例えば， Eickenhorst. 

Kimpenhaus (1977) ，草刈ら (1984)，および関・小森(1984)

は，堆肥原料中もしくは原料底部に熱媒体を通す管を埋

設し，熱を抽出する方法で，また， Viel et al. (1987)や

関・小森 (1992) は，原料上部の空気を系外の媒体と熱

交換する方法で，発酵熱の回収を試みた。さらに，こ

れらの研究では，回収した熱を家の暖房に使用したり

(Eickenhorst . Kimpenhaus， 1977)，土壌加温に使用す

る (Seki，1989) ことが試みられた。しかし，原料内部

に熱媒体を通す熱回収方式では堆肥と熱媒体の接触面積

が小さいため，回収効率が低く，また，原料上部の空気

を回収する方式では高温の排気が低温の外気により希釈

されてしまうことが課題であった。このように，過去の

研究においては，発酵熱を回収し，利用できる可能性を

見いだせたものの，実用化には至っていない。

その中で，堆肥原料底部から空気を吸引して通気する

吸引通気式堆肥化方式は， (独)農研機構・畜産草地研

究所で，悪臭対策技術として開発され，発酵熱の回収に

ついても検討されてきた。これまで，本方式については，

堆肥化プロセスおよび悪臭除去効果の検討，実証がなさ
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れてきた(阿部ら， 2003， 2009)。その一方で，本方式

では，副次的な効果として発酵熱の回収が可能で、あるこ

とが示されている。例えば，宮竹ら (2009) は，本方式

を用いた堆肥化施設において 既存の方式よりも効率よ

く熱量が回収できる可能性を示した。さらに，小島・阿

部 (2011) は，パイロットスケールの実験において，異

なる副資材を用いた乳牛ふんの堆肥化過程で回収できる

熱量を明らかにし，エクセルギを用いて評価した。しか

し，これまでの研究では，排気として回収できる熱量を

求めてきたものの，実際にどの程度の熱量が利用できる

かについては明らかになっていない。

そこで，本研究では，実規模吸引通気式堆肥化システ

ムにおいて，回収した排気の特性に合わせた熱交換器を

使用し，排気を熱源として水を加温した場合に得られる

温水の温度や利用できる熱量などを明らかにすることを

目的とした。

実験方法

本研究では，以下の 2つの項目について実験をおこ

なった。すなわち， 1) 吸引通気式堆肥化システムで回

収した発酵排気を熱源として水と熱交換した場合の熱交

換特性を明らかにすること(実験 1) および， 2)排気

との熱交換で得られた温水の利用法のーっとして，乳牛

の飲水に供給するシステムを構築し，実際の酪農家にお

いて供給できる温水の量および温度や熱収支を明らかに

すること(実験 2)である。
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材質

サイズ 500 x 500 x 360 mm 

容積 75 (150) L 

伝熱面積 9.2 (18.4) m2 

伝熱面密度 123 m2・m.3

質量 65 (130) kg 

排気流入口径 202 mm 

備考 伝熱板層数;43枚/台

* ( )内は， 2台分の数値

小島陽一郎・阿部佳之・天羽弘一

熱量を利用して，水を加温することとした。本排気は，

相対湿度が約 100%であるといった特徴があり，当初

から熱交換過程で結露水が発生することが予想された。

そこで，熱交換には，多様な流体を組み合わせて使用

でき，伝熱面の材質の選択が容易(吉田・吉田， 2005) 

な，直交流プレートフィン型熱交換器(セキサーマル製，

CP250，材質;ステンレス)を用いた。この熱交換器を，

排気と水の十分な滞留時聞を確保し，かつ，実際の導入

時のコストも考慮して， 2台を直列に接続して使用した。

この 2台の熱交換器のうち 排気の流れの上流側を 1段

目(図 1上部)，下流側を 2段目(同下部)とした。また，

どちらの熱交換器にも結露水排出口を設置した。

表 1に，使用した熱交換器の諸元を示した。

設置場所

熱交換器諸元

栃木県那須塩原市

M牧場

CP250 

宜交流

プレートフィン型

SUS304 

表 1

熱交換器型式

熱交換方式

どちらの実験も，栃木県那須塩原市にある乳牛 120頭

規模の M牧場に設置している，吸引通気式堆肥化施設

(以後，本施設)でおこなった。 M牧場は，フリーストー

ル式の飼養方式であり，そこから出されたふん尿は，含

水率が 70%爪b.程度に調整され，本施設に一日一回投

入された。投入された堆肥原料(以後，原料)は，乳牛

ふん尿に副資材としてパーク，オガクズおよび戻し堆肥

を混合したものであった。実験期間における原料の投入

量は，一日あたり約 15tで，原料の平均含水率は，実

験 1においては， 71.9 %爪b.であり，実験2においては，

70.4 %爪b.であった。本施設は， 2m(高さ)x 7.5 m (幅)

x 30 m (長さ)の大きさのものであり，施設全体を 5

つの槽に分け，前半の 3槽部分 (240m3相当)について，

各槽をそれぞれ2台のブロア(昭和電機製，U75-3HT) 

により吸引方式で通気した。また，排気の吸引にともなっ

て排汁や結露水が発生するため ブロアを 25分通気回5

分停止のサイクルで運転し，ブロアの停止時に排汁等を

系外へ排出した。吸引方式で回収した排気は，アンモニ

ア回収装置(阿部・福重， 2006) で，排気中のアンモニ

アガスをリン酸と反応させ回収した後，熱交換器に導入

した。本実験期間中には， 3~4 日に 1 回の頻度で，堆

肥クレーン方式(伊吹ら， 1999) により原料の切り返し

をおこなった。どちらの実験においても，吸引方式で通

気している聞の原料温度は 70
0

Cを超えており，堆肥発

酵は良好であった。

100 

1 )発酵排気と水の熱交換特性(実験 1)

図 1に実験系の概略を示した。

吸引通気式堆肥化施設から回収され，アンモニアガス

が除去された排気(以後，排気)と農業用水(以後，水)を，

それぞれ直交するように熱交換器に導入し，排気のもつ 実際の堆肥化施設においては，一般的に，施設規模や

処理方式に応じて目安となる通気量が設定されている。

そのため，本研究においては，排気量は調整せず，熱交

換器に導入する水の量(以後，通水量)のみを実験条件

とし，通水量を 1，3， 5， 6.5， 8， 10， 12， 14 L . min・1

にそれぞれ設定した。各流量に設定した後，十分に時間

が経過してから， 30分間連続運転をお.こない，その間，

以下の項目について測定した。なお，通気ブロアについ

ても，測定中は停止させず連続的に運転した。測定項目

は，排気や水の温度と流量，熱交換器表面温度および，

熱交換にともなって生じた結露水の量であり，図 1中に

示した箇所でそれぞれ測定した。温度はデータロガー(テ

イアンドデイ製， RTR-52A) を用いて，通水量は，流量

計(キーエンス製， FD-M10AY) を用いて，それぞれ5

分ごとに測定し，結露水量は， 30分間に発生した量を

計量した。なお，通気量(に [m3・h.1J)は，配管内の

風速を風速計(テストー製 testo445) により 5分ごと

に測定し，妹尾 (1995) に基づいて以下の式 1により求

めた。

Qp 配管放熱量

61ミ

¥ Qd 結露水熱量

、、J結露水

排出口

|。:温度測定位置l
l&:流量測定位置|

排気入口 内外気 1
Qg-in↓入気熱量也__)

6 

:や

/熱交換器
1段目

表面温度: 山

斗。
排気出口

U
4
3
F
3
3
R司司

a舟
調
週
羽

a'凋
剖

aa調
週
姐
週

aa

(1) f= Vp X 0.82 X A X 3600 
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ここで， Vp:通気管中心部風速 [m's-1
]，A:通気管

断面積 [m2]，0.82;平均速度係数[一] (=官最有)， n: 

翼数[一] (キ 7)

表 2に実験期間における環境条件を示した。実験 1で

は，平均排気量 7.31m3
，平均排気温度 48.3

0

C，平均排

気熱量 2568MJ・d-1
(29.7 kW)であった。

表2 各実験における環境条件

実験1 実験2

平均排気量 m3・min-1 7.31 5.75 

平均排気温度 ℃ 48.3 52.1 

平均排気熱量
MJ' d-1 2568 2376 

kW 29.7 27.5 

平均水温 ℃ 7.7 12.9 

平均外気温度 ℃ 9.7 18.7 

原料含水率 %，w.b. 71.9 70.4 

キ排気量および排気温度は熱交換器導入時の値

以上より得られたデータから，以下に示す熱交換に

ともなう熱量を求めた。なお，本実験で得られた結果を

他の施設へ応用することを考慮し，熱量の標記について

は総熱量[kJ]ではなく，単位時間あたりの熱量[kJ. 

min-1
] を用い， [W]換算の値も併記した。

さらに，各熱量については，式2に示す熱収支が成立

するが，本研究では，各条件で合計値に数%程度の誤差

が生じたため，それを誤差熱量 Qerr[kJ 'min-1
] とみなし，

式 2に組み込んだ。

Qg-in = Qg-out + Qω十 Qp+ Qr十 Qd+ Qerr (2) 

ここで， Qg-in:入気熱量[kJ. min-1
]， Qg-out:未利用

熱量[kJ. min-1
]，仏:水熱量[kJ. min-1

]， Qp:配管

放熱量[kJ. min-1
]， Qr:表面放熱量[k.悶J'mi泊n紅一つ， Qd: 

結露水熱量[kJ.min-1
] 

各熱量の求め方については，以下に詳細を示し，図 1

中に熱の流れを図示した。

i )排気のもつ単位時間あたりの熱量 Qg(排気熱量)

排気熱量 Qgは，既往の報告(岩淵・木村， 1994) に

基づき，以下の式3により求めた。なお，既往の報告(小

島・阿部， 2011) と同様に，排気は水蒸気がほぼ飽和の

状態で排出されたため，相対湿度を 100%として熱量の

計算をおこなった。

(3) 

ここで，f:通気量 [m3・min-1
]，i:排気の湿り空気

の比エンタルピ[kJ. kg-1
]， V: 排気の比体積 [m3 •

kg-1
] 

また， 1段目の熱突換器に導入される排気の持つ熱量

を Qg-in(入気熱量)，そこから排出される熱量を Qg-h 2 

段目に導入される排気の熱量を Qg-2，さらに， 2段目か

ら排出される排気の熱量を水の加温に利用されなかった

熱量 Qg-out(未利用熱量)とした。さらに，Qg-lと Qg-2の

差を途中配管における放熱量 Qp(配管放熱量)とした。

ii)単位時間あたりに熱交換により水が得る熱量仏(水

熱量)

水熱量仏は，式4により求めた。

Qw = (Tout -Tin) X C X m (4) 

ここで，Tout 熱交換器出口部の水の温度 [OC]，Ti問:

熱交換器入口部の水の温度 [OCJ， m:温水の流量 [kg'

min-1
]， C:水の比熱(キ 4.2[kJ . kg-l・Kl])

なお，熱交換過程で排気が損失した熱量のうち水の加

温に利用された熱量の割合を熱交換効率 (E，[%])とし

て表し，式 5により求めた。

E = ~ Qw~ X 100 
Q抑 -Qg-out

(5) 

iii)単位時間あたりに熱交換器表面から放散する熱量

Qr (表面放熱量)

表面放熱量は，日本機械学会 (1993) および久保田・

羽倉 (1994) の報告をもとに，以下の式 6により求めた。

Qr =jXAHE>く(THE-Tamb) (6) 

ここで，j:熱交換器表面の熱伝達率[kJ. ni・2 ・ K1 •

min-1
]， AHE:熱交換器表面積 [m2

]，THE:熱交換器代

表表面温度 [OC]，Tamb:外気温度 [OC]

iv)結露水が持ち出す熱量 Qd(結露水熱量)

結露水熱量は，以下の式7により求めた。

Qd = mrxCx (Tr一九) (7) 

ここで，mr:結露水量 [kg'min-1
]，Tr:結露水温度 [OC]， 

Z:結露水出口付近の排気温度 [OC]

これらの熱量に加えて，熱交換器の性能を表す総括

伝熱係数(U， [W. m-2・Kl]) を，吉田・吉田 (2005)

に基づき，式8により求めた。

u = ______9_ -
AXLlT 

(8) 

ここで，Q:交換熱量(=水熱量 Qw) [WJ， A:伝熱

面積 [m2J， LlT:対数平均温度差 ([K]，式 9)

Ll T~ -LlT， LlT=ニニムーニ三L

ln且L_ (9) 
LlTb 

ここで，LlTa:高温側温度差(=排気入口温度ー水出

口温度)[K]， Ll丸:低温側温度差(=排気出口温度一水

入口温度) [K] 

2)実規模酪農家における乳牛への温水供給(実験2)

図 2に温水供給システムの概略を示した。

堆肥化施設から吸引された排気は，実験 1と同様に，
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102 小島陽一郎阿部俊之天羽弘一

吸引通気 切竿と事向 圧送還気

貯湯タンク(2連) フロートスイッチ

図2 温水供給システム概略図

熱交換器へと導入された後，アンモニア以外の臭気成分

の除去(田中， 2009) と，熱量の供給のために，圧送通

気をおこなっている堆肥化過程後期の 2槽(第 4槽およ

び第 5槽)へ送られた。本システムでは，乳牛の飲水が

盛んな時間帯には水の供給不足を防ぎ，飲水が行われな

p時間帯には，貯水を加温することで，排気中の熱量の

うち未利用で排出される部分を少なくするために，一時

貯留槽を設置し，実験 1で使用したものと同じ熱交換器

2台により，常時排気と水を熱交換することとした。ま

ず， 1台の熱交換器で，排気との熱交換により原水を加

温し，加温された原水(以後，加温原水)は，ステンレ

ス製の丸形バルククーラーを改良した貯湯タンク (1m3 

X2連)に一時的に貯留された。貯湯タンクからは，水

中ポンプ(荏原製作所製， 32BMSP251.IA) により加温

後の水(以後，温水)を牛舎へと常時送り，牛舎内の飲

水槽に個別に設置されたフロートスイッチにより飲水槽

への供給を制御した。牛舎へ送られた温水のうち，飲水

槽へ供給されなかった温水は，循環され，再度もう 1台

の熱交換器で熱交換された後 貯湯タンクに送られた

(以後，循環水)。これにより，乳牛が飲水しない時間帯

であっても，循環水は常に排気と熱交換されることにな

る。貯湯タンクから，牛舎を経由し，熱交換器に戻って

くるまでの給水配管の長さは約 170mであった。排気と，

循環水および加温原水それぞれの温度差を大きくするた

めに，排気に対して直列に接続された熱交換器のうち，

排気の流れの上流側(以後， 1段目)では循環水，下流

側(以後，2段目)では加温原水の熱交換がおこなわれ

た。さらに，泌乳期の乳牛は， 一日の飲水量のうち 3分

の lを，搾乳後の 1時間に集中して飲水するとされてお

り(根室農業改良普及セ ンター，2013)，この時間帯に

温水の供給量が一時的に不足する可能性を考慮、して，熱

交換しない原水(以後，原水)を，そのまま貯湯タン ク

に供給する配管を設けた。実験期間は 2013年 5月16日

より 5月31日までの 16日間であり，測定項目は，排気

や水の温度と流量，結露水の量，および，結露水中のア

ンモニア態窒素濃度である。排気温度および水の温度は

データロガー(テイアンドデイ製，RTR52A) で 30分

ごとに測定した。通気量は， 実験 1において一日の中で

の通気量の変動が小さかったことから，1)項と同様の

方法で 1日1回午後 4:00 - 5: 00の聞に測定した。

通水量は，温水メーター(アズビル金門製， NKHA型

32 mm) を用いて，1日1回，飲水頻度が低調になり，

水量が安定する午後 5:00に測定した。なお，加温原水

と原水の量の和を供給水量とし，温水と循環水の量の

差を消費水量とした。また，結露水量は， 1日1回，午

後 4:00-5:00の聞に熱交換器から排出される結露水

を直接採取して測定し，アンモニア態窒素濃度は，採取

した結露水を適当な濃度に蒸留水で希釈した後，インド

フェノール青法(日高，1997) で測定した。アンモニア

ガス濃度は検知管法で測定した。実験期間における温水

給与対象乳牛群の飼養頭数は 118頭であった。表 2に実

験期間における環境条件を示した。実験2では，平均排

気量 5.75m3・min-I，平均排気温度 52.10C，平均排気熱

量 2376 MJ . d-1 (27.5 kW) であった。以上より得られ

たデータを用いて， 実験 1と同様の式により熱量を求め

たが，施設全体での実用的な熱量を表すため，熱量の標

記は[kJ. min-1
] ではなく ，[MJ' d-

1
] とした。
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590 g . min-1 (14 L . min-1
) に達 し，通気停止時を考慮

した一日の発生量は 708kg . d-1と試算された。

図 5に通水量ごとの熱収支を示した。熱収支の各項目

は，入気熱量 (Qg川)を 100とし，それに対する割合を

百分率で示した。水熱量(Qwlは，通水量とともに増加し，

最大で，人気熱量の 77.2%に達した (14L. min勺。一

方，未利用熱量 (Qg-OII/) は， lL'min-1のとき最大となり，

排気熱量の 81.1%が利用されず排出されたが，通水量の

増加とともに低減した。
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果

1 )発酵排気と水の熱交換特性(実験 1) 

図3に各通水量条件で得られた温水温度を示し，図 4

に排気および水が交換する熱量および熱交換効率 (E)

を示した。

結
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また，図 6に各通水量における総括伝熱係数の変化を

示した。図中凡例は， 1段目が 1段目熱交換器， 2段目

が2段目熱交換器それぞれの総括伝熱係数を示し，総合

は2台の熱交換器を使用した熱吏換過程全体の総括伝熱

係数を示した。通水量が 5L. min-1以下の条件では，1 

段目の総括伝熱係数が比較的高く推移し，その後通水量

が増加するにつれて， 2段目の総括伝熱係数が上昇した。

5 L' min-1以上の条件では，1段目が 60-90 W . m-2 
• 
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5 L. min-1以下の条件において，温水温度は排気温度

と同程度で推移し，5 L. min-1以上の条件では，通水量

の増加にともなって，温水温度は直線的に減少した。得

られた温水の温度は，48.3 - 31.0 Ocの範囲内で推移し

た。一方，排気が損失する熱量および，水の加温に利用

された熱量は，通水量の増加にともなって上昇し，どち

らも今回の実験条件の中では 14L. min-1で最大となり，

水の加温に利用された熱量は，1.41 MJ . min-1
であった。

また，熱交換効率弘通水量の増加にともなって上昇し，

90 %程度で安定した。 さらに 熱交換にともなって排

出される結露水の量は，通水量とともに上昇し，最大で
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K¥ 2段目が 90-60 W' m-2・K1
であり，全体の総括

伝熱係数としては，80 -90W'm-2・K1程度で安定した。

2)実規模酪農家における乳牛への温水供給(実験 2)

図7に水，排気および外気の日平均温度の推移を示し

た。図中矢印は原料の切り返しの時期を示している。な

お，原水温度については，原水が供給されない時間帯に，

供給配管が温水によりあたためられたことによる温度上

昇がみられたため， 20
0C以上のデータは使用せず，そ

れ以外のデータの平均値とした。
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図7 日平均温度の推移

5/31 

本施設からの排気の温度は，新規の原料投入と切り返

しにより一時的に低下することがあったが，実験中のほ

とんどの期間で，日平均 50
0

C以上で推移し，熱交換後

に平均 28.9
0

Cまで低下した。一方，原水の温度は，実

験期間における変動は小さく，常に外気温度よりも低く

推移し，平均で 13.2
0

Cであった。1段目熱交換器(循環

水)における水温は，期間平均で，入口温度は 29.8
0

C，

出口温度が 39.4
0

Cであり， 9.6
0

C温度が上昇した。2段

目熱交換器(加温原水)における水温は，期間平均で，

入口温度は 12.9
0
C，出口温度が 31.3ocであり， 18.4 Oc 

温度が上昇した。その後貯湯タンクに一時貯留された後，

牛舎に送られた温水の温度は 排気の温度変化にとも

なって変動し，平均で 33.3
0

Cであった。貯湯タンクを

出て，約 170mの給水配管を通った後に， 1段日熱交換

器に流入するまで，平均で 3.5
0

Cの温度低下にとどまっ

た。ここで，図 8に供給温水温度の一日の中での変化の

例として，5月30日における温水温度を示した。本実

験期間をおいて，ピークが発生する時間や温度の上昇・

下降の程度はやや異なるものの，図 8とほぼ同様の温

度変化を示した。M牧場では朝・タの 2回搾乳であり，

図8中に搾乳の時間を矢印で図示した。朝の搾乳前は飲

水がほとんどおこなわれないため，時間の経過とともに

温水温度は上昇し， 40
0C前後に達した。搾乳後は飲水

頻度が急激に高くなり，それにともなって，温水温度は

3時間で 5
0

C程度下降した。その後も飲水は断続的にお

こなわれ，夕方の搾乳まで温水温度は 35
0

C前後で推移

した。夕方の搾乳後も飲水により温水温度は 5
0

C程度下

降し，その後深夜にかけて上昇した。以上より，本シス

テムでは，飲水が行われていない時間帯でも，温水の循

環加温により発酵熱を常時回収することで，貯湯タンク

が蓄熱槽として機能することになり， 一日の中で温水温

度が最も低い夕方の搾乳後でも 30
0

C程度の温水の供給

が可能だった。
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図8 温水温度の日内変動の例 (2013年 5月30日)

図9に一日ごとの水量の推移を示した。図中矢印は原

料の切り返しの時期を示している。原水を除いた各水量

の変動係数は， 5 %以内にとどまった。原水および加温

原水は，それぞれ5.5m3・d-1および9.6m3・d-1が供給され，

貯湯タンクからは，35.1 m3・d-1(24.4 L . min-1) が送水

された。牛舎では， 14.4 m3・d-1が消費さ れ，消費さ れ

なかった 20.7m3・d-1が循環水として再度熱交換された。

実験期間における温水給与対象乳牛群の飼養頭数は 118

頭であったことから，乳牛 1頭あたり 122L. d-1供給さ

れたことになる。

このときのシステム全体の熱収支を表 3に示した。実

験 1で求めた熱収支項目のうち，表面放熱量および結露

水熱量については，全体に占める割合が小さいため，本

項では省略した。排気については，熱交換過程におい

て，合計で 1728 MJ . d-1 (20.0 kW) の熱量が損失し，

そのうち配管放熱量 98MJ . d-1 (1.1 kW) を除く 1630

MJ . d-1 (18.9 kW)が水の加温に利用された。また水に

ついては，循環水で 838MJ . d-1 (9.7 kW)，加温原水で

745 MJ . d-1 (8.6 kW)の熱量を獲得し，原水と して 369

MJ . d-1 (4.3 kW) の熱量が供給された。このときの熱

交換効率は実験 1と同程度の 97.1%であった。それらが

貯湯タンクで一時貯留されている聞に， 159 MJ . d-1 (1.8 
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kW) の熱量が損失した。タンクから牛舎へ送られた温

水のうち，乳牛による飲水等牛舎での温水の消費と給

水配管途中の放熱により， 2 318 MJ . d-1 (26.8 kW) の

熱量が消費された。このとき 熱交換器の総括伝熱係数

は， 1段目 86.3土 5.7W'm-2・K
1
，2段目 78.5土 5.5W'

m-2'K1
であった。前項における同水準の通水量 (10L. 

min-1) における総括伝熱係数は，1段目 87.5W' m-2
• 

K1， 2段目 67.7W' m-2・K1
であり， 連続的に運転し

た条件であっても同程度の熱交換性能を示した。また，

熱交換にともなって発生する結露水量は，335 -481 

g' min-1であり，通気停止時を考慮、した一 日の発生量は

403 -578 kg . d-1と試算された。

考察

本研究においては，吸引通気式堆肥化システムによ

り回収した，2 376 MJ . d-1
の熱量をもっ排気を熱交換

表 3 温水供給システムの熱収支

最大 最小 平均

MJ.d-1 MJ'd-1 MJ'd-1 kW 

熱交換器 IN 2823 2002 2376 27.5 

1段目 OUT 1713 1146 1368 15.8 

排気 熱交換器 IN 1584 1061 1270 14.7 

2段目 OUT 749 484 648 7.5 

配管放熱量 130 72 98 1.1 

1段目 IN 2778 2301 2595 30.0 

(循環水) OUT 3747 3085 3433 39.7 

2段目 IN 574 461 525 6.1 

水 (加温原水)OUT 1459 1105 1270 14.7 

原水 448 278 369 4.3 

貯留中損失 299 16 159 1.8 

牛舎での損失 2639 2022 2318 26.8 

することで温水を得ることができ，連続的に温水を供給

した場合に水の加温に利用できる熱量は， 1 630 MJ . d-1 

であった(実験 2)。一方 Tucker(2006) の報告によ

ると，アメリカの 2000頭規模の酪農家では，本研究の

ように 54-71 ocまで昇温した堆肥原料底部から排気を

回収した後，排気が凝縮してできた温水と水を熱交換す

る方式を試み， 35.4 kW (3 060 MJ . d勺以上の熱量が

回収できたとしている。これらの熱量を乳牛 1頭当たり

に換算すると，本システムはTuckerに比べ13.3倍多かっ

た。発酵熱を排気として回収する場合，排気には飽和水

蒸気が含まれており，排気が持つ熱量のうち蒸発潜熱量

が占める割合は 90%に達する。そのため， Tuckerの方

式では，水蒸気を結露させたことで，多くの熱量が消費

され，利用できる熱量が少なかったと考えられる。つま

り，発酵排気からの熱回収には，本研究と同様に，でき

るだけ飽和水蒸気を含んだ排気を高熱源とし，蒸発潜熱

を回収・利用することが有効だといえる。

本研究では，こうして得られた温水を，乳牛の飲水と

して利用し，実験 2において乳牛 1頭あたり 122L' d-1 

供給できた。堂腰 (2009)によると，乳牛の飲水量は

100 L. d-1程度とさ れており，本研究においてはそれよ

り高い水準で消費され，平均で 30
0

Cを超える温度で温

水が供給できた。乳牛の第一胃(ルーメン)温度はほぼ

39
0

Cで一定であり，飲水によって一時的に温度が低下

することが知られている(山田ら， 2001)。本研究では，

発酵排気の熱を回収することで，よりルーメンに近い温

度に飲水を加温することができた。温水の給与効果につ

いては，改めて検討が必要であるものの，吸引通気式堆

肥化システムにより回収した排気は，飲水を加温する熱

源として十分な熱量を有していたといえる。また，実験

1の結果より，排気熱量に対して通水量を調整すること

で，堆肥化施設からの排気温に近い温水を得ることが可

能と推察される。そのため 得られた温水の利用法とし

ては，乳牛の飲水以外にも，温水を通水する方式の床暖

房 (Malehetα1.， 2012)， (三浦 ・奥島， 1983) や，ボイ

ラ一等への供給水の予備加温冬季における凍結防止や

融雪(千田， 1998) といったものが考えられる。これら

の方式で利用する場合は それぞれの場合について最適

な温度および利用システムを検討する必要がある。

また，本研究では，蒸発潜熱を回収したため，熱交換

にともなって結露水が， 400 kg . d-1以上発生した。 こ

の結露水中には，アンモニア回収装置を通過した後の排

気に含まれる低濃度のアンモニアガスが濃縮されて溶解

しており，結露水中のアンモニア態窒素濃度は，345-

622 mg' kg-1であった。この値は，畜産経営における暫

定排水基準を満たすため，発生した結露水をそのまま放

流することが可能で、ある(環境省，2013)。 しかし，暫

定排水基準は 3年ごとに見直され，今後より厳しくなっ

ていくことが予想される。また，環境負荷低減のために

も，熱の利用法だけではなく，熱回収時に発生する結露

水の有効利用法についても検討する必要がある。

-19ー
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結論

本研究では，実規模吸引通気式堆肥化システムにおい

て，熱交換器を使用し，排気を熱源として水を加温した

場合に得られる温水の温度や利用できる熱量などを明ら

かにすることを目的として，排気と水の熱交換特性の解

明(実験 1) および，得られた温水を乳牛の飲水として

利用する際の温水供給能力(実験2) についてそれぞれ

実験をおこない，以下の知見を得た。

(1)実験 1において， 2台のプレートフィン型熱交換

器を用いて，排気(平均温度 48.3
0

C) と水(平均温度 7.7

OC)の熱交換をおこなった結果，通水量が 5L' min-1以

下の条件では，温水温度は排気温度と同程度で推移し，

5 L' min-1以上の条件では，通水量の増加にともなって，

直線的に温水温度は減少した。このとき，得られる温水

の温度は，48.3 - 31.0 OCの範囲内で推移した。水の加

温に利用される熱量は， 1.41 MJ . min-1であり，熱突換

効率は 90%程度であった。 2台の熱交換器を用いた熱交

換過程全体における総括伝熱係数は， 5 L' min-1以上の

通水量では，80-90W' m・2・K1で安定した。

(2)実験2では，原水を排気と熱交換し，貯湯タンク

で一時貯留後，牛舎へ送水された温水のうち，飲水とし

て利用されない部分を循環させ，再加温するシステム

を構築し，本システムにおいて供給可能な温水の量お

よび温度を調査した。その結果，平均で 33.3
0Cの温水

を14.4m3 
• d-1 (乳牛 1頭あたり 122L . d-1

) 供給するこ

とができた。この時水の加温に利用された熱量は 1630

MJ' d-1 (18.9 kW)であり，熱交換機の総括伝熱係数は，

実験1における同水準の通水量の場合と同程度であっ

た。

(3)本研究で対象とした熱交換方式では，排気中の蒸

気が持つ蒸発潜熱を回収することで，熱交換にともなっ

て，アンモニアを含む 400kg' d-1以上の結露水が発生

した。この結露水については 排水基準値や排水処理施

設の運転状況を考慮して適正に処理・利用をおこなう必

要がある。
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Heating Water by the Fermentation Heat Recovered from 
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and Heated Water Supplying for dairy cow-
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Abstract 

τb.is study describes the use of water heating by fermentation heat recovery企oma suction-vented composting 

system of dairy farming. We elucidated the characteristics of water heating using exhaust gas from a composting 

facility with fermentation heat recovery， which generated a calorific value of 30 kW using two heat exchangers axp. 

1)， and we also determined the capacity of a heated water supply of drinking water for dairy cows in full-scale dairy 

farming axp. 2). In Exp.1， the flow rate was 1-14 L.min-1 and temperature ofthe heated waterwas 48.3-31.0 oC， and 

the heat was used ωheat the water up to 1.41 MJ.min-1• The heat exchange efficiency reached approximately 90 % 

under these conditions， and the overall heat transfer coefficient was stable at 80-90 W.m-2.K-l. In Exp. 2， to construct 

a system for supplying drinking water to a milking herd of 118 cows， water at 33.3 oC was supplied at 14.4 m3.d-1 (122 

L.d-1 per head of cow). During this period， the amount ofheat used for heating the water was 1630 MJ.d-1• In addition， 

to ensure that the fermentation heat recovery facilities remained in good working conditions， we treated or used the 

dew condensation water generated by the heat exchange process. 

Keywords: manure， composting， heat of fermentation， heat recoverぁdrinkingwater supply for cow， biomass energy 
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