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堆肥化時の臭気抑制および発酵促進に効果的な副資材の検討

二川雄一・秋友一郎

Study of effective auxiliary material for promoting fermentation and suppression of odour 

during composting 

Yuuichi FUTAGAWA, IchirouAKITOMO 

Abstract: In a composting test using the dung of pig, rice husk charcoal, rice bran, and sawdust were used as 

auxiliary materials. Waste glycerin was used for promoting the fe皿 entation.Pig dung was tested for 

composting by adding these materials to investigate the effects on the fermentation conditions and reducing 

the odour. Rice bran did not reduce the odours and did not promote fermentation. Waste glycerin 

fe1-mentation ヽ対thadded 5% by weight ratio did promote fe1-mentation. The generation of ammonia was 

suppressed by adding rice husk charcoal. In the winter, fermentation of compost was promoted by adding 

waste glycerin and 11.ce husk charcoal. Ammonia concentration of the odour was also lower. 

Key Words: promoting the fermentation, reducing the odour, rice husk charcoal, waste glycerin 

キーワード：発酵促進、臭気抑制、モミガラくん炭、廃グリセリン

緒言

畜産農家は家畜ふんの滴切な処理を求められてい

る。堆肥から発する臭気による苦情が周辺住民から寄

せられることがあることから、畜産農家は堆肥化処理

の過程で発生する臭気の低減対策を行うことが一層重

要になっている。

オガクズは堆肥化副資材として利用しているが、近

年の住宅需要の減少で木材消費が減少しつつあり、そ

の価格は上昇し、入手が困難となりつつある。また、

オガクズは臭気の吸着量が少なく、直ぐに吸着限界を

超えることから、臭気物質が素通りし、脱臭効果は小

さいとされている。そのため、オガクズに代わる資材

の検討が求められている。

さらに、冬期の低温時に堆肥化処理で発酵熱が発生

しにくいことが多いことから、冬期の堆肥化促進技術

の開発も課題とされている（古谷ら， 2007)。

そこで、県内資源の有効活用を目的に、臭気の吸着

性に優れた活性炭としてモミガラくん炭、発酵を促進

し温度上昇が期待される脂質を多く含む生米ヌカにつ

いて、オガクズに代わる堆肥化副資材としての適性を

調査した。

一方、廃食油からバイオディーゼル燃料（以下BDF)

を製造する過程で発生する副産物の廃グリセリンは活

用されることなく廃棄物として焼却処理されている

咸田ら， 2009;土屋ら， 2013)。この廃グリセリンは

アルコール類であり、堆肥原料へ添加物として利用し

た場合、発酵熱の上昇が期待される。また家畜ふん中

の病原菌の殺苗や雑草種子の死滅については60℃2日

以上が必要であり、廃グリセリンは牛ふんに添加する

と効果があること（石崎ら， 2006) より、豚ふんでも

同様の効果を示すか確認をする必要があるため、添加

物としての特性を調査した。

材料および方法

1 試験研究期間、試験区分および材料

研究期間は 2012年,......,2014年で、堆肥の原料は肥

育豚ふんを用い、オガクズに代わる副資材を混合し

たものを試験区、オガクズを混合したものを対照区
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として堆肥化副資材としての適性を調査した。

副資材はモミガラくん炭、生米ヌカ、廃グリセリ

ンを用いた。廃グリセリンはBDFの製造の際に発生

する副産物である。アルカリ金属、アルコール、有

機脂肪酸及び水分を含む。廃グリセリンの純度が裔

いと高粘性となる一方、純度が低いと低粘性とな

る。製造工程で純度の調整ができる。堆肥原料へ、

濃度は高いが混合しにくい高粘性と、濃度は低いが

混合しやすい低粘性の廃グリセリンの比較検討を

行うため、高粘性と低粘性の廃グリセリンを用い

た。廃グリセリンは、堆肥原料の重量比5%を添加

した。堆肥原料の重量は、容積重から算出した。ま

た、廃グリセリン区は、オガクズを副資材として廃

グリセリンを添加した。

2 試験構成

第1表のように計画した。

3 調査項目

堆肥の温度、臭気強度、アンモニア濃度および発

芽率の調査を行った。

堆積温度はデータロガー付の温度計を用い表面

から 20cm深を測定した。

臭気強度は、 2週間に 1回、 6段階臭気強度表示

法により調べた。訊験 Iのみ4週間に 1回調査した。

なお、試験Vでは臭気の抑制効果及び試験の終了

時の堆肥の生育阻害物質の有無を確認するため、堆

肥化期間中のアンモニア濃度、発芽試験を実施した。

アンモニア濃度はガス検知管を用いて、堆積物表

面を2週間に 1回測定した。

発芽訊験は、シャーレ (90X15mm)に発芽試験用

ろ紙を敷き、コマツナ種子 50粒を播種した。堆肥

現物5gをポリ瓶に入れ、純水を 50mL加えて 30分

間振とうした後ろ過し、ろ液をシャーレに lOmL添

加した。対照区として、純水を lOmL添加したもの

を同様に準備した。 30℃のインキュベータ内にシャ

ーレを設置し、 3日後、発芽した種子数を調査した。

対照区を 100として各区の発芽指数を求めた。

4 試験言競十

1)試験 I

豚ふんと各種副資材を混合して容積重が 0.6kg/

Lとなるよう調整した。 40Lの堆肥原料を作成し、

40L容のポリバケツに入れて堆肥化した。なお、堆

肥の切り返しは、 1週間に 1回の間隔で実施した。

2)試験II、m、W、V

豚ふんと各種副資材をスキッドステアローダー

（バケット容量 0.17面）を用いて混合し、容積重

が0.6 kg/Lとなるよう調整した。

堆積量は、試験IIは 0.68五、試験皿 W、Vは

1.02面とした。なお、堆肥の切り返しは、誤験IIは、

2週間に 1回の間隔で、試験III、W、Vは、 1週間

に1回の間隔で実施した。

結果

1 試験I

モミガラくん炭と生米ヌカおよび高粘性の廃グリ

セリン混合による堆肥化処理の検討

第 1表試験構成

試験 I 試験I1 試験田 試験IV 試験V

各種副資材の 高粘性廃グリセ低粘性廃グリセ冬期の堆肥発酵アンモニアガス濃度
検討 リンの検討 リンの検討 の検討 と発芽指数の検討

副資材の種類 6~9 月 5~8 月 10~12 月 1~3 月 6~8 月
オガクズ（対照区） 0 0 0 0 0 
--------------------・-----------------------------------------------------------------------

モミガラくん炭
（モミガラくん炭区）

-- -- -- --
生米ヌカ

（生米ヌカ区）

0
 
:
o
 

゜ ゜ ゜ ゜
モミガラくん炭

＋廃グリセリン

（モミガラくん炭

＋廃グリセリン区）
" -- -- -—" ——' '--. "" --"'"'-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -— "'—ー・ ．．．．ー・・・ ＿＿＿ 

オガクズ

＋廃グリセリン

（廃グリセリン区）

＊：試験 I及び11では、高粘度の廃グリセリンを用いた

＊＊：試験m以降は、低粘度の廃グリセリンを用いた

O** O** O** 

O* O* O** O** O** 
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1)堆積温度

二川雄一• 秋友 一郎

2 試験II

モミガラくん炭と生米ヌカおよび裔粘性の廃グリ

セリン混合による堆肥化処理を 2012年6月 19日から

9月 11日に行った。その間の最高堆積温度と 60℃到達

日数、 60℃保持日数を第2表に示した。

廃グリセリン区とモミガラくん炭区と対照区の堆積

温度は 60℃以上に達した。その一方、生米ヌカ区は

36℃程度に留まる結果となった。

2)臭気強度

高粘性の廃グリセリンとモミガラくん炭および生

米ヌカ混合による堆肥化処理を行った時の臭気強度の

変化を第1図に示した。

生米ヌカ区は臭気強度の低下は認められなかった

が、その他のいずれの区も処理日数の経過に従い、臭

気強度は低下した。特にモミガラくん炭区の低下が大

きくなった。

& 

4 

3

2

 

述
浮
駁
砒

゜

一 廃グリセリン区

一モミガラくん炭区

一X一生米ヌカ区

●●疇•• 対昭区

l 5 9 13 (週目）

箆 1図臭気強度の経時的変化（試験 I〉

臭気強度 臭気の感覚の強さ

5 強烈なにおい

4 強いにおい

3 楽に感知できるにおい

2 何かのにおいであるか分かる弱いにおい（認知閾値濃度）

1 やっと感知できるにおい（検知閾値濃度）

゜
無臭

高粘性の廃グリセリン混合による堆肥化処理の検

討

1)堆積温度

高粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合に

よる堆肥化処理を 2013年 5月20日から 8月5日に行

った。その間の最高堆積温度と 60℃到達日数、 60℃保

持日数を第3表に示した。

いずれの区も堆積温度は60℃以上に達した。

2)臭気強度

高粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合に

よる堆肥化処理を行った時の臭気強度の変化を第2図

に示した。

いずれの区も処理日数の経過に従い、臭気強度は低

下した。

9
0
 

皿屯一廃グリセリン区

ーモミ ガラくん炭区

．．＊・・ 対照区

o ~ 
1 3 5 7 9 11 (通目〉

第 2図 臭気強度の経時的変化く試験11)

3 試験m
低粘性の廃グリセリン混合による堆肥化処理の検

討

1)堆積温度

低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合に

よる堆肥化処理を 2013年 10月2日から 12月16日に

行った。その間の最高堆積温度と 60℃到達日数、 60℃

第 2表 最高堆積温度と 60℃ 到 達 ・ 保 持 日 数 の 比 較 （ 試 験 I)

モミガラくん炭区 生米ヌカ区 廃グリセリン区 対照区

最高堆積温度（℃）

60℃到達日数（日）

60℃保持日数（日）

64.5 

12 

12 

35.5 65.6 

18 

13 

3
 .

9

5

 

2
 

6
 

第 3表 最高堆戸温度と 60℃到達・保持日数の比較（試験 II)

廃グリセリン区モミガラくん炭区 対照区

最高堆積温度（℃）

60℃到達日数（日）

60℃保持且数（日）

63.8 

30 

8 

64 

24 

11 

62.8 

27 

8 
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第 4表 最高堆積温度と 60℃到達 ・保持日数の比較（試験ill)

廃グリセリン区 モミガラくん炭区
モミガラくん炭

＋廃グリセリン区

69.6 最高堆積温度（℃）

60℃到達日数（日）

60℃保持日数（日）

保持日数を第4表に示した。

70.4 69.4 

対照区

68. 1 

23 

24 

いずれの区も堆積温度は60℃以上に達した。

特に、低粘性の廃グリセリンを添加した廃グリセリ

ン区の最高温度が最も高く、 60℃保持日数も最も長か

った。

2)臭気強度の推移

低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合に

よる堆肥化処理を行った時の臭気強度の変化を第3図

に示した。

いずれの区も処理日数の経過に従い、臭気強度は低

下した。

5 

4 ;. .....••.• ● 膏..會 ..…... 

．
 

3

2

 

逆
癌
ぶ
叫

0 ', ・ ヽ.,

ー 廃グリセリン区

一 モミガラくん炭区

一Xー モミガラ くん炭＋
廃グ）セリン区

...... 女す照区

---、.....・・-・・・、.......、．．

3 & 1 tl ll く週目）

第 3図 兵気控皮の経時的変化（試験JU)

4 試験w
疇のため発酵薗度が上昇しにくい冬期における

堆肥化処理の検討

1)堆積温度

冬期における低粘性の廃グリセリンおよびモミガ

ラくん炭混合による堆肥化処理を 2014年 1月22日か

ら3月 20日に行った。その間の最高堆積温度と 60℃

23 24 23 

16 20 16 

到達日数、 60℃保持日数を第5表に示した。

もみがらくん炭区を除くいずれの区も堆積温度は

60℃以上に達した。

最高堆積温度は廃グリセリン区が最も高く、 70℃に

達した。その一方でモミガラくん炭区はこれまでの試

験の結果と異なり 60℃に達することはなかった。しか

し、モミガラくん炭に廃グリセリンを添加した区では、

68℃まで堆積温度が上昇した。

2)臭気強度の推移

冬期に低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭

混合による堆肥化処理を行った時の臭気強度の変化を

第4図に示した。

いずれの区も処理日数の経過に従い、臭気強度は低

下した。

．
 

1

9

9

、1
.

u0

4

3

2

 述
怨
感
蛇

ー 廃グリセ'}ン区

一 モミガラ くん炭区

一Xー モミガう くん央＋

廃グリセ'}ン区
...... 対箆区

0 c .• , ., ....................... ,、

~ S 7 ll (選目）

第 4図 只気笠度の経時釣変化（試統rり

5 試験V

ガス検知管を用いた堆肥臭気の測定と堆肥の発芽

露突の検討

第 5表 最高堆積温度と 60℃到達・保持日数の比較（試験N)

廃グリセリン区 モミガラくん炭区 モミガラくん炭 対照区
---- ＋廃グリセリ ン区

最高堆積温度（℃） 70. 1 57. 7 68. 1 64 

60℃到達日数（日） 16 24 26 

60℃保持日数（日） 18 7 5 

第 6表 最高堆積温度と 60℃到達・保持日数の比較（試験V)

廃グリセリン区モミガラくん炭区 モミガラくん炭 対照区
‘ ＋廃グリセリン区

最高堆積温度（℃） 72. 3 70.5 71. 3 72. 7 

60℃到達日数（日） 13 13 17 11 

60℃保持日数（日） 35 41 34 49 
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1) 堆積温度

低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合

による堆肥化処理を 2014年6月5日から 8月 18日に

行った。その間の最高堆積温度と 60℃到達日数、 60℃

保持日数を第6表に示した。

いずれの区も堆積温度は60℃以上に達した。

2)臭気強度の推移

低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合に

よる堆肥化処理を行った時の臭気強度の変化を第5図

に示した。

いずれの区も処理日数の経過に従い、臭気強度は低

下した。
& 

4 

ヽ
9
,
＇

3

4
タ`

剖
悟
屈
認

第 7表発芽試験

調査区 発芽数発芽指数（％）

廃グリセリン区 46 100 

モミガラくん炭区 44 95. 7 

モミガラくん炭＋
廃グリセリン区

45 97. 8 
--- -- __ ,,,, —- -- -- --・・・--・・ 一― -- -- --・ 一一 ,.. ---

対照区 46 

発芽指数：試験区発芽数十対照区発芽数 X100 

考察

一 廃グリセリン区

一 モミガラ くん炭区

一Xー モミガラ くん炭＋
廃グリセ'!ン区

...... 対瞑区

。 3 5 7 G 日 〈通目）

第5図 奥気性度の経時的変化く試験V)

3)アンモニア濃度の推移

低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合に

よる堆肥化処理の期間中のアンモニア濃度を第6図に

示した。

アンモニアは、各区で5週目から発生し、調査時の

最大濃度は750ppmであった。

PPl:t 

800 

700 

100 

0 . 

ー 廃グリセリン区

一 モミガラくん炭区

ーXー モミガラくん炭＋

廃グリセリン区
...... 対照区

3 5 7 9 li {遇目）

第 6図 アンモニア漫度の推移（試験V)

今回の試験から豚ふんで調整した堆肥原料に廃グ

リセリンを重量比で5%添加した時、堆積温度60℃以

上を保つ発酵熱の発生が確認された。

疇 Iにおいて生米ヌカ区は、堆積温度60℃以上に

達することはなかった。生米ヌカの水分含有率は 12%

程度と低く、 18%程度の粗脂肪を含んでおり、堆肥原

料の水分調整資材として利用可能と考えられ、また、

生米ヌカに含まれる脂肪のエネルギーによる発熱促進

効果が期待されたことから、堆肥発酵促進に有効と考

え、調査を実施した。しかし生米ヌカ区は堆積温度

60℃に達することはなく、臭気強度も低下しなかった

ことから、堆肥発酵促進効果はなく、堆肥化副資材と

して適さないと考えられた。

試験IIにおいて廃グリセリン区は最高堆積温度、

60℃到達日数、60℃保持日数は対照区と同等であった。

廃グリセリンは粘度がやや高い液体でふん尿に多量に

添加すると通気性を低下させて好気性発酵である堆肥

化を阻害することが予測される（石崎ら， 2006)。試験

Iでは、40Lの堆肥原料であったため、高粘性の廃グ

リセリンを添加した時温度上昇の点で優れていたが、

試験IIの堆肥原料の堆積規模では粘性が高いため、均

ーに混合されなかったことが考えられる。

試験II1とIVで廃グリセリン区の最高堆積温度が最

も高く、 60℃保持日数も最も長かったため、低粘性の

廃グリセリンを添加した廃グリセリン区の温度上昇効

4)発芽試験 果は改善された。大きな堆積規模の堆肥原料へは低粘

低粘性の廃グリセリンおよびモミガラくん炭混合 性の廃グリセリンを添加することを推奨することがで

による堆肥化処理が終了した 11週目に、各区の堆肥を きると考えられた。

用いて発芽試験を行った。その結果を第7表に示した。 副資材にモミガラくん炭を使用することにより、臭

いずれの区も発芽指数は95%以上となり、発芽抑制は 気抑制効果が認められた。試験Vのアンモニア発生量

見られなかった。 の調査の結果でも、モミガラくん炭を用いた誤験区は

アンモニア発生量の抑制が認められた。モミガラくん

炭は多孔質で保水力に富む資材であり、土壌改良資材

-57 -



堆肥化時の臭気抑制及び発酵促進に効果的な副資材の検討

として古くから利用されている。畜舎臭気吸着資材と

してモミガラくん炭は有効であることが示唆された事

例があるは野ら， 2013)。本誤験の堆肥化過程におい

てもモミガラくん炭は、臭気吸着による臭気抑制効果

があることが、臭気強度の結果及びアンモニア発生量

の結果より示された。

モミガラくん炭は、冬期では堆積温度60℃を超す結

果が得られなかった。しかし、低粘性の廃グリセリン

を添加することによって、十分な発酵熱が得られると

ともに臭気が減少したことから、良好な堆肥化発酵処

理ができると考えられた。

試験Vで発芽指数はいずれの区も 95%以上と良好

であり、廃グリセリンは堆肥原料への添加物として、

また、モミガラくん炭は堆肥化副資材として利用して

も問題はないと考えられた。

摘要

堆肥化副資材として、モミガラくん炭、生米ヌカお

よびオガクズを用い、廃グリセリンを添加して、堆肥

化した時の発酵促進効果および臭気低減効果を調査し

た。そして効果的な副資材等の利用技術を検討した。

1 生米ヌカは発酵促進効果と臭気低減効果のいずれ

も認められず、堆肥化副資材に滴さない。

2 堆肥源料に廃グリセリンを重量比で5%添加する

と、発酵が促進される。

3 副資材にモミガラくん炭を使用することにより、

アンモニア発生量が抑制される。

4 発芽試験の結果、発芽指数が95%以上であり、堆

肥原料に廃グリセリンを添加及びモミガラくん炭を

堆肥化副資材として用いても発芽に影響はない。

5 冬期において、堆肥化副資材にモミガラくん炭を

用い、かつ廃グリセリンを添加することにより、堆

肥発酵と臭気低減がともに促進される。
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