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はじめに 

 

 我が国の畜産の経営規模はいずれの畜種とも拡大が進むとともに、家畜の生産能力

の向上に伴い給与飼料の量や内容が随時見直され、飼養管理方式や飼養管理技術が改

善されてその多様化が進んでいます。このような中で、畜産経営が持続的かつ安定的

に発展していくためには、家畜ふん尿等の適切な管理が重要であるとの認識が全国的

に浸透し、家畜排せつ物の処理技術についてもまた、耕畜連携や水質等環境規制強化

などに対応できるよう技術開発が進み高度化しています。 

 

 ところが、畜産技術指導者等が用いている家畜ふん尿等の管理に関する指導書は、

平成１１年の家畜排せつ物法の制定前後に作成されたものであり、残念ながら先述の

畜産情勢の変化を必ずしも反映したものとはなっていません。そのため、家畜ふん尿

等を適切に管理する上で相互に関連する「堆肥化」、「汚水浄化」、「悪臭対策」を総合

化・体系化した新たな技術的指針等を示した技術指導書が畜産現場等で待望されてい

ます。 

 

 そのため、畜産環境対策技術総合設計基準調査普及事業（一般財団法人 畜産環境

整備機構）では、これまで技術指導に用いられてきた手引き、マニュアル、設計審査

技術書等についで情報収集し、国立研究開発法人農研機構や国内施設機械メーカー等

の協力を得て検討を加え、先進農家での事例調査を参考にしながらこれまでの技術指

導書を総合的に点検し、畜産環境対策技術の新たな総合設計基準書を取りまとめるこ

ととなりました。また、この総合設計基準書については、畜産環境アドバイザーや各

県リース取扱畜産団体等に配布して説明会を開催し、速やかに普及することを計画し

ています。 

 

 本事業の中で私ども「堆肥化専門部会」は、家畜ふん尿の発生・前処理から堆肥化

処理、堆肥の流通・利用に至るまでの「堆肥化」に関する家畜ふん尿の資源化プロセ

スの取りまとめを分担し、令和元年度からの３年間で「堆肥化施設設計マニュアル

（仮題）」を編集することにしています。本事業の初年目となる今年度は、今後の議

論のベースとなる検討原案をまず作成し、マニュアルの編集作業に着手したところで

す。検討原案については、広く関係者の皆様にもご試読いただき、皆様からのご意見

を今後の堆肥化専門部会での検討に反映したく考えています。本検討原案の内容や体

裁などは完成イメージにはまだ遠く及ばず、読みにくい点につきましては予めお詫び

申し上げますが、関係者の皆様方に活用いただけるマニュアルに仕上げられるよう、

本マニュアルの構成に加え、取り上げるべき新たな知見や省略すべき陳腐化した情報

などにつきまして、皆様から忌憚のないご意見を頂戴できますと幸いに存じます。 
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第第１１章章  堆堆肥肥化化のの基基本本  
  １１．．堆堆肥肥化化のの目目的的  
    １１））畜畜産産経経営営のの観観点点かからら  

国内の畜産経営は規模拡大が進み 1 事業所から発生する排泄物が増加しており，

円滑な利用が求められている。また，畜産経営には，購入飼料や牧草・飼料畑への化

学肥料として外部から持ち込まれる肥料成分がある。このため，養鶏や養豚に限ら

ず，肉牛や乳牛の飼養においても，排出される排泄物の全量を経営内で農地に利用す

ることは困難となっている。これらの問題を同時に解決するのが堆肥化である。良質

な堆肥を生産して耕種経営体に販売することにより，排泄物の利用を促進することが

可能となる。  
    ２２））衛衛生生面面のの改改善善  

家畜排泄物は，泥のような状態であり，汚物感があって取り扱いにくい。その原

因は水分が高いことと，独特の悪臭を発するためであり，さらにはハエなどの衛生害

虫を発生させるからである。また排泄物には食中毒などの原因となっている病原菌が

含まれていることもある。  
このような衛生的な問題の解決にも，堆肥化は有効である。堆肥化過程では，微

生物が有機物を積極的に分解する。このときに，悪臭物質やそのもととなる易分解性

物質は微生物によって分解される。また，このときに生じる熱によって堆肥が高温と

なるため，一定の温度と時間が満たされれば病原菌も死滅して，衛生的な堆肥を製造

することができる。  
    ３３））操操作作性性のの向向上上  

有機物分解により生じる熱により堆肥が高温となると，水分の蒸発が促進され，

堆肥の水分を低下させることができる。また，肉牛や乳牛では排泄物に粗飼料残渣が

混合していることが多いが，堆肥化の間に，こうした粗大物も有機物が分解されて細

かくなる。このような水分の低下と有機物の分解が十分に進むと，堆肥は軽量なさら

さらとした粒上となり，散布が容易となって作業性が向上する。  
    ４４））有有機機質質資資材材ととししててのの植植物物栽栽培培へへのの利利用用  

排泄物をそのまま土壌に施用すると，土壌や農作物に悪影響を与える恐れがあ

る。易分解性有機物の分解は，土壌中の空気の酸素濃度を低下させたり，低級脂肪酸

やフェノール性酸などの有害物質を生成させたりする。また，施用後の臭気によって

害虫が集まることによって，食害がもたらされることもある。このように，未処理の

排泄物を施用するときには，様々な悪影響が生じる可能性があり，注意が必要であ

る。  
堆肥化が適切に行われると，微生物の作用によって排泄物の易分解性有機物や低

級脂肪酸，フェノール性酸などの有害物質は，積極的に分解されている。このため，

十分な期間をかけて作られた堆肥は，施用直後に播種や苗の定植を行っても植物に悪

影響を及ぼすことがない。  
    ５５））土土壌壌機機能能のの維維持持  

堆肥の施用は土壌機能を維持・向上させるために不可欠とされている。堆肥に含

まれる有機物は土壌粒子を結び付けて団粒を形成させ，通気性や保水性を向上させ
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る。また，保肥力の向上などにより施肥量を減らすことができるようになる。また，

有機物の土壌中への供給は，土壌微生物の活性を高めて，農作物の病害虫の軽減効果

もあるとされる。  
    ６６））物物質質循循環環ととししててのの意意義義  

堆肥化によって家畜排泄物を堆肥化して流通利用させることの，資源循環型社会の

中で果たす意義は大きい。家畜排泄物には，窒素，リン酸，カリといった主要な肥料

成分が含まれている。これらの成分は飼料生産の際に施与された肥料に由来しており，

排泄物を次の農作物の生産に利用することは，肥料成分の循環利用ということができ

る。また，肥料としては施与されない植物の生長に必要な微量要素も家畜排泄物には

含まれている。このため，家畜排泄物が堆肥などの形で耕種経営に適切に利用される

ことは，農地を中心とした物質循環を成り立たせるために不可欠なことである。  
 
  ２２．．堆堆肥肥化化のの原原理理  
    １１））微微生生物物のの作作用用  

堆肥化の主役となるのは好気性微生物である。好気性微生物とは，空気に含まれ

る酸素を用いて有機物を分解し生存のためのエネルギーを獲得する微生物である。酸

素を使わない嫌気性微生物に比べると有機物の分解速度が格段に速い。好気性微生物

による分解では，分解に伴う熱（呼吸熱）が多く発生し，このために堆肥の温度が上

昇する。一方，嫌気性微生物は有機物の分解速度が遅いために熱の発生も少なく，堆

肥の温度は上昇しない。さらに，分解によって悪臭物質である低級脂肪酸類などを生

じさせる。  
    ２２））物物質質のの変変化化とと移移動動  

微生物は，材料粒子の表面やそれを取り囲む液体に存在する。必要な酸素は，材料

の空隙を通過し，材料粒子を取り囲む液体を通じて，好気性微生物に供給される。有

機物は主として，糖質や繊維分は炭素，水素，酸素から構成され，タンパク質や脂質

はこの他に窒素やリンを含んでいる。これらの有機物が好気性微生物易分解されると，

二酸化炭素，水，アンモニアが発生する。これらは材料の表面や空隙を通じて，その

外部に放出される。  
    ３３））熱熱のの発発生生とと移移動動  

微生物による有機物の好気性分解は，緩やかな燃焼反応ともいえる。このため，燃

焼時と同等の熱が発生する。この熱量は食品としての熱量と同等のものであり，糖質

では 17.4 MJ/kg（4150 kcal/kg），タンパク質では 23.4 MJ/kg（5600 kcal/kg），脂肪では

39.3 MJ/kg（9400 kcal/kg）程度とされている１ )。  
発生した熱により，堆肥の温度が上昇する。堆肥の比熱は水の 1/4～1/3 と小さく 2)，

このことが，材料温度が急激に大きく上昇する理由となっている。また，熱伝導率も

水に比べてかなり小さく 3)，堆肥内部で熱の移動は，比較的少ないといえる。  
堆肥からは，床面・側壁への熱移動，表面からの放熱，水分蒸発などにより，熱が

失われる。堆肥化早期の材料温度が上昇している間は有機物分解が活発で熱の発生が

損失より大きく，その後の 65～70 ℃の高温を維持している間は熱の発生と損失が均

衡しており，温度が低下しているときには熱の損失が発生よりも大きくなっている。  
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    ４４））堆堆肥肥化化ののププロロセセスス  

実用技術としての堆肥化では，有機物分解を主目的とする一次処理（一次発酵）と，

性状の安定化を主目的とする二次処理（二次発酵）とに分けて，その操作が行われる

ことが多い。  
一次処理では，好気性細菌を主とする微生物の増殖と代謝が促進される。この時に

発生する熱により材料温度が大きく上昇するが，微生物叢は材料温度に合わせた遷移

をしながら増殖していく。堆肥化では昇温時の 40℃付近と 60℃付近に，有機物分解が

活発となる温度帯があることが知られている。材料温度がおおむね 65 ℃以上に達し

安定すると，堆肥中の微生物数はほぼ一定となり，有機物分解が最も活発となる。や

がて易分解有機物が少なくなると，分解が緩やかになり，材料温度の低下が始まるよ

うになる。この時期には，放線菌が増殖するようになり，堆肥の中に白い菌糸が観察

されることも多い。  
二次処理では，材料温度が低下するにつれて有機物分解も緩やかになる。材料温度

が 40 ℃付近にまで低下すると，担子菌類や子嚢菌類などのいわゆる糸状菌の増殖が

始まる。これらの菌類が難分解性有機物であるセルロースやリグニンの分解に関与し

ている。またこうした温度帯では硝酸化成も活発になり，酸素の供給があればアンモ

ニア性窒素が酸化され，硝酸性窒素の増加も観察される。  
こうした一次処理と二次処理とについては，堆肥化の施設設計や操作の面から設け

られたものである。堆肥の性状変化は連続して推移することから考えれば，こうした

区分は施設設計や堆肥化の操作のために行われてきたともいえる。  
    ５５））堆堆肥肥化化にによよるる材材料料性性状状・・成成分分のの変変化化  
 堆肥化では，図１-２-１に示すように易分解有機物が二酸化炭素と水などに分解さ

れて，材料中の固形物（乾物）量が減少する。固形物には様々な無機物が含まれてい

るが，微生物体内に取り込まれることがあっても堆肥の外部には移動しないため，無

機物量（灰分量）は堆肥化では変化しない。堆肥化が進むと固形物量が減少するとと

もに，その有機物含有率は低下し，灰分含有率は上昇する。肥料成分であるリン酸や

カリの含有率は上昇するが，窒素については前述のようにアンモニアとしてその一部

が堆肥の外部に揮散するため，その含有率は減少することが多い。  
 材料に含まれる水は，表面から蒸発や通気によって堆肥の外部に持ち出されるが，

その一方で有機物分解によって供給もされる。有機物の 1 kg が分解されると 0.5～0.6 
kg の水が生成される。このため，有機物分解に対する水の蒸発が少ないときには，堆

肥化によって水分が上昇することもある。  
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  ３３．．堆堆肥肥化化をを促促進進すするる条条件件  
    １１））材材料料のの栄栄養養分分  
      （（１１））有有機機物物  

家畜排泄物は水分と乾物（固形物）から成り立っている。乾物は有機物と無機物（灰

分）からなり，有機物には易分解性有機物と難分解性有機物とがある。堆肥化におい

て微生物の栄養源となるのは主に易分解性有機物であり，家畜排泄物には多量に含ま

れている。  
      （（２２））無無機機要要素素とと栄栄養養ののババラランンスス  

微生物が増殖するためには可溶性のタンパク質，その他の窒素化合物，ビタミン，

無機塩類が必要である。これらも家畜排泄物には多量に含まれている。栄養バランス

の指標として C/N 比（炭素と窒素の比率，炭素率とも表される）がとりあげられてき

た。  
家畜ふんの C/N 比は，牛で 15-20，豚で 10-15，鶏で 6 -10 くらいである。また，ワ

ラ類，野菜残渣，野草類，樹木類，食品残渣などの C/N 比は様々である。また，食品

残渣でも植物性と動物性では大きく異なり，植物性の中でも豆類は C/N 比が低い傾向

がある（表 1-3-1）。家畜ふんの堆肥化に副資材として用いられてきたワラや樹木類は

C/N 比が高く，水分調整だけでなく C/N 比の調整という役割を持っている。  
堆肥化時の C/N 比の調整は，揮散アンモニアの濃度の抑制には効果的である。しか

し，必要となる副資材と堆肥材料の総量が増大することと，総揮散量の抑制にはつな

がらないことに注意が必要である。  
 
 

図  １－２－１  生ふんから堆肥への成分変化  
（旧マニュアル p2 図 1-3-1「生ふんから堆肥への成分変化」を転載）  
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    ２２））水水分分  
      （（１１））微微生生物物とと水水分分  

堆肥化を開始するときは，材料の水分を 55～70 %程度に調整する必要がある。これ

は材料内部の空隙を確保し，通気性を維持するためである。堆肥化に関わる好気性微

生物は酸素の供給が十分であれば，かなりの高水分状態でも増殖が可能である。しか

し，水分が高すぎると，材料の内部に十分な空気が供給されなくなり，好気性分解に

支障をもたらす。こうした状態では，材料が嫌気的な状態となり悪臭を発生するよう

になる。したがって，通気性を保つような水分調整が，堆肥化のためには必要不可欠

である。一方で，こうした微生物は乾燥状態には弱く，水分が 40%以下になるとその

活動が抑制される。このため，堆肥化を進めたいときには，低すぎる水分も障害とな

る。  
      （（２２））水水分分調調整整  

家畜排泄物の水分調整方法には，大きく分けて 2 種類がある。その一つはハウスな

どによる乾燥法であり，もう一つはオガ粉やモミガラ，あるいは戻し堆肥など，水分

の少ない副資材の混合により水分調整を行う方法である。乾燥法では天候により目標

とする水分が得られないこともあり，これらが併用されることも多い。  
通気性の目安として，材料の空隙率（全体積に占める空隙の割合）が 30 %以上必要

とされている。このときの，家畜ふんのみからなる材料の水分は畜種（図１－３－１）

および混合する副資材の種類によって異なる（図１－３－２）。堆肥化開始時の水分は，

①副資材を混合した場合には，豚ふんで 62 %，牛ふんで 72 %以下に，②乾燥または

表１－３－１  各種堆肥原料の成分（水分は現物%，他は乾物%）4）  
（旧マニュアル p4 表 1-3-1「各種堆肥原料の成分」を転載）  
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戻し堆肥混合の場合では，鶏ふんで 52 %，豚ふんで 55 %，牛ふんで 68 %以下が目安

とされる。  
 

 
      （（３３））副副資資材材のの混混合合  

副資材を混合する目的は，堆肥材料の水分を調整することであり，水分の調整によ

り通気性を改善することができる。主要な副資材の特徴を表１－３－２に示す。副資

材としては入手が比較的容易なオガ粉やモミガラ，破砕バークなどの有機質系の資材

が多く用いられているが，パーライトなどの無機質資材が用いられることもある。図

１－３－３に示すように，水分調整を副資材の混合のみよって行うとその使用量は大

量になる。このため，副資材が不足する場合やその使用量を抑制したいときには，製

品あるいは堆肥化中の堆肥を，戻し堆肥として副資材として用いることも多い。  
      （（４４））みみかかけけ密密度度  

水分調整が行われると通気性が改善される。この効果は，みかけ密度（容積重，仮

比重，単位は kg/m3＝g/L，）の変化により説明でき，このみかけ密度を参考にして通気

性の改善効果を判定することもできる。各種の副資材を混合したときのみかけ密度と

みかけ比容積の値を表１－３－３に示した。副資材がオガ粉やモミガラの場合では

400～800 kg/m3 程度の値となっている。堆肥化開始時のみかけ密度を 500 kg/m3 にでき

るだけ近づけると通気性が良くなる。これらの値は，施設規模算出の基本ともなる数

値である。  

図１－３－１  各畜種別 ,通気性発現時

のふんの水分(副資材未混合)5),6) 
（旧マニュアル p5 図 1-3-3「各畜種別 ,
通気性発現時のふんの水分(副資材未混

合)」を転載）  

図１－３－２  副資材無添加により通気

性が発現したときの混合物の水分 7),8) 
（旧マニュアル p5 図 1-3-4「副資材無添

加により通気性が発現した  
ときの混合物の水分」を転載）  
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表１－３－２  主な副資材の特徴  
（旧マニュアル p5 表 1-3-2「主な副資材の特徴」を転載）  

図１－３－３  畜ふんの通気性発現に要する副資材の添加量(ふん 1t 当り) 6),7) 
（旧マニュアル p8 図 1-3-5「畜ふんの通気性発現に要する副資材の添加量  
(ふん１t 当り)8, 
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    ３３））材材料料のの ppHH  

材料の pH は堆肥化を促進する微生物の活動に影響を及ぼす。堆肥材料として適切

な pH の範囲はおおむね 7～9 の間であり，それより低くても高くても微生物の活動は

抑制される。特に pH が 6.5 以下あるいは 9.5 以上になると強い抑制を受け，pH が 6.5
より低い時には温度上昇も抑制されて 55℃以上の高温になることは困難とされる。  

家畜排泄物は，排せつ時には pH が 6.5～7.0 の微酸性から中性の範囲内であること

が多い。その後，一時的な貯留によって内部が嫌気的な環境になると，低級脂肪酸が

生成されて pH が低下する。特に温暖な時期に，こうした pH の低下が生じやすい。こ

のように pH が低下した排泄物では，戻し堆肥の混合が効果的である。  
一方で，ハウス乾燥や堆肥化が行われると，好気的環境によって低級脂肪酸が生じ

にくく，また微生物による分解を受けるために，pH は上昇する。さらに尿が混入して

いる場合は，尿の分解によって生じたアンモニア性窒素も pH を上昇させる。材料あ

るいは堆肥の pH が 9 より高くなると，アンモニアが外部に揮散して pH を低下させ

るため，堆肥の pH は 8.5 前後に安定することが多い。  
    ４４））空空気気のの供供給給  
      （（１１））微微生生物物とと空空気気  

表１－３－３  水分調整を行った豚ふんの堆積高さ別のみかけ密度と比容積 8) 
（旧マニュアル p9 表 1-3-7「水分調整を行った豚ふんの堆積高さ別容積重と比

容積」を転載）  
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好気性微生物の呼吸や増殖には空気（酸素）が不可欠である。微生物は酸素を利用

して有機物を分解し，呼吸熱を発生し，水分蒸発を促進する。酸素の供給がない状態

で家畜排泄物を放置すると，嫌気性微生物が活動するが有機物の分解速度は低く，温

度も上昇せず，硫化水素などの硫黄化合物や揮発性脂肪酸などの悪臭物質が多量に生

成する。したがって，堆肥化には十分な空気を供給できるように，水分調整などによ

る通気性の改善，強制通気，撹拌・切返しなどの操作が重要である。  
      （（２２））通通気気  

排泄物に水分調整を行って堆肥材料中の空隙率を高め，みかけ密度を低下させ，通

気性を改善することによって，堆肥への自然通気が可能となる。また，適度の撹拌ま

たは切返しによって通気性が改善され，材料全体に酸素の供給を受けやすくすること

が，堆肥化を促進する基本条件である。さらに，機械的な強制通気を併用することに

よって有機物分解を促進することができ，処理期間の短縮による施設面積の減少など

の効果が期待される。また，通気は材料中の水分を外部へ持ち出す効果も有している。

強制通気の場合も，堆肥材料は水分調整を行い，通気性を改善しておく必要がある。  
      （（３３））適適正正通通気気量量  

適正通気量は，材料や堆肥化のステージによって異なる。これは，微生物が消費す

る酸素量が異なるためと，堆肥化操作の目的が異なるためである。堆肥温度が上昇し

ている間は微生物が消費する酸素量が最も多く，材料が 65～70℃程度の最高温度に到

達すると酸素消費量はやや少なくなる。その後，易分解有機物が減少すると酸素消費

量も少なくなり，次第に材料温度も低下を始める。このため，堆肥化早期（開始から

おおむね 1 週間）の通気量は多めに，それ以降は少なめに調整するのが好ましい。最

適な通気量は材料によっても異なり，易分解有機物が多い材料では酸素消費量が多い

ためである。畜種によって原料となる排泄物の易分解有機物量は異なり，使用する副

資材とその混合比によっても，堆肥材料の易分解有機物量は異なる。  
通気量に関する試験結果の要約を表１－３－４に示した。供試した排泄物の種類と

量，水分（%），試験実施時期（季節）などが異なっているが，材料が高温となった通

気量の条件はおおむね 20～50 L/分/m3 である。また，乳牛ふん（および副資材混合物）

を堆肥化する際の通気量の目安として新表（薬師堂）に示す値が報告されている。開

放型の通気施設では 100 L/分/m3 程度の通気量を基準に設計しているものが多いもの

と考えられる。小規模施設や寒冷地では，堆肥化槽の側壁・床面，堆肥の表面から失

われる熱も多いため，通気量が過大とならないように注意が必要である。一方で，通

気の目的は材料中の乾物（有機物）の分解を第一の目的としているが，材料からの水

分の蒸発（除去）を重視するならば，通気量を多めに設定する必要がある。  
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      （（４４））通通気気設設備備にに関関すするる留留意意点点  
通気設備に関して留意しなければならない基本的事項は次の通りである。  
①  送風機は，静圧 2 kPa（200 mm H2O）程度の時に必要な通気量が出るもの（ター

ボファンなど）を選定する。 

②  通気用配管系を空気が通りやすい（通気抵抗の少ない）構造とする。 

③  堆肥化施設の通気床は目詰りが発生するので，必要に応じて回復のための保守・

管理作業を行う。 

なお，前記留意点②について注意すべきことは次の通りである。  
ア．送風機を通気床の近くに設置して管路はなるべく短くする。  
イ．管径は大きくする。目安として，送風機吐出口の口径程度とする。  
ウ．管路に，バルブ，曲り部，拡大，縮小部等はなるべく設けない。  
エ．通気床には，溝内に開孔管を敷設し，オガ粉（粒の大きなもの），モミガラ，バ

ーク，砂利などで被覆する。  

表１－３－４  通気量に関する試験の要約 9,10,11,12,13,14）  
（旧マニュアル p10 表 1-3-8「通気量に関する試験の要約」を転載）  
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通気状態の確認方法としては，材料温度が高温となった状態で，外気温が冷い時

間帯に材料表面全体からの湯気の立ち上がり方を観察し，それにムラがないかどうか

を確認する方法が容易である。表面から 50 cm 以上深いところでも 60 ℃程度の温度

になっているかを確認する方法もあるが，複数箇所の測定を行う必要がある。部分的

な通気不良箇所がある場合は，材料の水分が高過ぎる，堆積時の方法が良くない，な

どの問題がある。  
      （（５５））切切返返しし・・撹撹拌拌  

切返しや撹拌は材料と空気とを接触させ，また材料の空隙を多くすることにより通

気性を改善することにより，好気性微生物に酸素を供給する重要な手法である。通気

をしている場合でも，堆積高さが高くなると（1.5～2.0 m）分解が不均一になりやすく，

定期的な切返しや撹拌が必要である。また，この操作によって材料の塊を砕くことが

できるので，均質な製品が得られるとともに，材料が空気と接触しやすくする効果も

ある。さらに，開放型装置における撹拌は，材料を一定距離先まで移送する役割も兼

ねている。図１－３－４や図１－３－５にみられるように，切返しや撹拌の直後は一

時的に材料温度が低下する。これは，材料が新鮮な空気と接触するときに，その内部

にたまった熱エネルギーが発散するためである。したがって，過度の切返しや撹拌は，

堆肥化を抑制する結果につながることにもなるので注意しなければならない。  

図１－３－５  牛ふんの強制方式堆肥化時における温度変化 15) 
（旧マニュアル p11 図 1-3-7「牛ふん＋パーライト堆肥化試験中の温度変化」

を転載）  

図１－３－４  牛ふんの堆積堆肥化時における温度変化 15) 
（旧マニュアル p22 図 1-4-3「牛ふんの堆肥化過程における温度変化」を転
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切返し・撹拌の方法は，処理施設によって異なっている。堆積方式ではホイールロ

ーダやトラクタ用のフロントローダを用いて切返しを行っているが，労力と燃料費を

必要とするので実際には 1 ヶ月に 1 回程度の頻度となっている。また，開放型装置で

は専用の各種撹拌機が設置されており，1～2 回/日の撹拌が行われている。一方で，密

閉型発酵装置の場合は，材料を投入する堆肥槽の測壁が断熱構造となっていることと，

密閉空間内で撹拌が行われることによって，熱の損失が少なくなっている。このため，

頻繁な（20-40 回／時）撹拌によって空気と材料との接触時間を多くし，堆肥化を促進

するのと同時に，蒸発した水分を槽外へ積極的に搬出する構造になっている。  
 
    ５５））微微生生物物  
      （（１１））微微生生物物のの遷遷移移  

堆肥化を促進する好気性微生物は，排泄物中，空気中，畜舎など常在するもので十

分であり，通常は特別に添加する必要はない。こうした微生物が活動できるように，

材料の水分調整や空気供給などを行い，環境条件を整えることが第一である。  
家畜排泄物には多種・多様の微生物が存在し，その総数は 108（1 億）個/g（CFU/g）

以上である。堆肥化は，特定の微生物によって行われるのではなく，多種類の微生物

群が温度条件や栄養条件の変化などに応じて，入れ替わりながら進行する。例えば，

豚ふんとオガクズの混合物をロータリーキルン方式の装置によって堆肥化したときの

微生物の変化は 16)，最初は細菌が優先しているが，4 週目に放線菌が出現し，12 週目

には糸状菌・セルロース分解菌がみられた。堆肥が高温になったときには高温微生物

が優勢となるが，中温微生物が死滅するわけではなく 104～106 個/g は存在している
17）。材料温度が低下し再び中温域になると中温微生物や糸状菌が優勢になる。この段

階になる堆肥臭（放線菌臭）となっている。  
      （（２２））微微生生物物のの添添加加  

堆肥化のための微生物は，排泄物中，空気中，畜舎など自然に存在するもので十分

であり，特別に添加する必要はない。むしろ，好気性微生物が活動できるように，水

分調整や通気性などの環境条件を整えることが重要である。一方，有機物の分解促進

や悪臭低減を標榜した微生物資材が販売されているが，発酵促進効果については不明

な部分が多い。  
良好な堆肥化が行われているときには，製品堆肥や一次処理を終えた堆肥の中に，

堆肥化を進行させる微生物が多く含まれている。このため，戻し堆肥を副資材（の一

部）として利用することは，堆肥の材料中の有効な微生物量を確保することにもつな

がっている。豚ふんの堆肥化において製品堆肥を加えたときには，堆肥化早期の中温

域から高温域への移行が円滑になることが報告されている 18)。  
 
    ６６））温温度度とと熱熱エエネネルルギギーー  
      （（１１））温温度度とと微微生生物物  

堆肥の温度が上昇することは，微生物によって盛んに有機物が分解している結果で

あり，堆肥化が順調に進行している重要な証拠である。微生物を活動する適温によっ

て分類すると，低温微生物（12～18 ℃），中温微生物（30～37 ℃），高温微生物（55
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～60 ℃）の 3 つに分類される。  
堆肥材料の高温をもたらす高温微生物の増殖には 45℃以上の温度が必要であるが，

この 45℃付近までの温度上昇は中温微生物によってもたらされる。この中温生微生物

の増殖には 20℃以上が好ましく，それよりも初期温度が低いときには材料温度の上昇

に明確な遅れがみられる。図１－３－６はそれを調査した結果であり，寒冷期（2 月）

では温度上昇の開始が遅れるものの，その後は活発な温度上昇が行われ，温暖時と同

様に最高温度は 70℃以上に達している。  

 
      （（２２））材材料料水水分分，，通通気気量量とと温温度度ととのの関関係係  

堆肥が高温を達成するには，水分と通気量が密接に関係している。この理由として

は第一に，材料水分が低すぎれば乾燥によって，高すぎれば空隙が不足して酸素供給

が不足して，微生物の活動が抑制されるためである。また適切な水分範囲においても，

図  １－３－６  環境温度が異なる場合の材料温度変化の違い 19) 
（旧マニュアル p12 図 1-3-8「環境温度が異なる場合の堆積温度経

過」を転載）  

図  １－３－７  材料の水分と通気量が最高温度に及ぼす影響 20) 
（旧マニュアル p13 図 1-3-9「高温達成率に及ぼす水分 ,通気量

の影響 20」を転載）  
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水分が高ければ材料の比熱が大きくなり，温度上昇は緩やかになる。さらに，通気は

材料に酸素を供給する一方で，材料から熱を持ち出す側面を持ち合わせている。微生

物によって利用される酸素量には限界があるため，通気量が多くなると持ち出される

熱量が大きくなり，材料温度の上昇が抑制される。図１－３－７に示すように，実験

室内で行われた豚ふんを主体とした堆肥化においては，温度が 60 ℃以上に達するに

は，水分 35～65%，通気量 0.3～1.0 L/分/kg 乾物となっている（実規模での材料 1m3 の

乾物量は 150 kg～200 kg）。  
このような関係は，堆肥材料の易分解有機物量や熱の逃げやすさの影響を受ける。

このため，畜種や副資材種類とその混合比，開放式か密閉式か，施設規模，外気温に

よって変化する。  
      （（３３））乾乾物物分分解解時時にに発発生生すするる熱熱量量  

家畜ふんの持つ熱量を表１－３－５に示した。家畜ふんは乾物 1 kg 当り，牛と豚の

場合は 18.8 MJ（4,500 kcal），鶏ふんの場合は 15.l MJ（3,600 kcal）の発熱量がある。

畜種により乾物当たりの値が異なるのは有機物含有率が異なるためである。有機物含

有率は採卵鶏では乾物のおおむね 65%程度，豚では同 90%，牛では 85%である。この

ため，いずれのふんでも，有機物の熱量としては 22.7 MJ（5,500 kcal）/kg 程度となり，

堆肥化時の分解乾物の熱量も理論上はこの値となる。堆肥化処理時に分解・消失する

乾物 1 kg 当りの発生熱量については，18.8 MJ（4,500 kcal） /kg の値が採用されてき

た。  
また，堆肥化に用いられる副資材のうち，乾物が分解する有機質の副資材，たとえ

ば，オガ粉・モミガラの乾物の発熱量は，表１－３－６によると，12.6～16.7 MJ（3,000
～4,000 kcal）/kg となっている。オガ粉の有機物含有率は乾物のおおむね 99%以上，

籾殻では同 85%程度である。このためオガ粉やモミガラの有機物は，14.5～18.7 MJ
（3,530～4,550）/kg の熱量を持つことになる。炭水化物やセルロースの熱量は 15.5～
17.3 MJ（3,750～4,200 kcal）/kg21）とされていることから，これらと大きな相違はない。

表１－３－５  新鮮ふんの熱量(総エネルギー) 
（旧マニュアル p13 表 1-3-9「新鮮ふんの熱量(総エネルギー)」
を転載）  
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乾物分解による発生熱量はこれまで 12.6～16.7 MJ（3,000～4,000 kcal）/kg 乾物とされ

てきたのは，基準となる乾物には灰分が含まれているためである。  

 
      （（４４））水水分分のの蒸蒸発発  

水分 1 kg を蒸発させるのに必要な熱エネルギーは，理論上は 2.51 MJ（600 kcal）で

ある。堆肥化時に消費されるエネルギーにはこの他に，材料の温度を上昇させる熱エ

ネルギー，通気空気により堆肥から持ち出される熱エネルギー，堆肥槽側壁や床面か

らなどから損なわれる熱エネルギー，などがある。このように，水分の蒸発以外にも

熱エネルギーが消費されるため，堆肥化において材料の水分 1 kg を蒸発させるのに必

要な熱エネルギーは，前記の 2.51 MJ よりも大きくなる。  
ハウス内における堆積高さ 30 cm，無通気での豚ふん堆肥化試験の条件と結果とを，

表１－３－７～１０に示した。この結果より，乾物分解による発生熱を水分の蒸発量

で除した値は 4.19～5.02 MJ（1,000～1,200 kcal）/kg 程度である。この場合は，堆積高

さが低いために堆肥槽側壁や床面からの熱伝導による熱損失が大きいが，通常の堆肥

化施設では堆積高さが 1 m 以上でありこうした熱損失は低くなるものと思われる。こ

れらの結果から，堆肥材料中の水分 1 kg を蒸発させるために必要となる熱エネルギー

は，開放型装置においては 3.77 MJ（900 kcal）程度と推定され，密閉型装置では 3.35 
MJ（800 kcal）程度と推定される。これらの値は，温暖地では小さくなり，寒冷地では

大きくなる。  

表１－３－６  熱源と発熱量(現物 l kg 当り)22) 
（旧マニュアル p13 表 1-3-11「熱源と発熱量(現物 l kg 当り)」を転載）  

表  １－３－７  堆肥化過程における尿散布試験の概要 23) 
（旧マニュアル p14 表 1-3-12「発酵処理過程における尿散布試験 15」を転載）  
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      （（５５））病病原原菌菌やや雑雑草草種種子子のの死死滅滅  

堆肥化により 60 ℃以上の材料の高温が数日間続くと，病原菌や寄生虫を死滅させ

ることができる。主な病原菌の死滅温度を表１－３－１１に示す。雑草種子について

も表１－３－１２，１３に示すように，堆肥化時の熱によって発芽率を大きく抑制す

ることが可能である。いずれも堆肥の表面や側壁・床面付近と中心部では温度が異な

ることから，堆肥の全体が高温に曝されるように，切返しや撹拌を十分に行う必要が

ある。  

表  １－３－８  堆肥化過程における尿散布試験の概要 24) 
（旧マニュアル p15 表 1-3-13「発酵処理過程における尿散布試験」を転載）  

表  １－３－９  堆肥化過程における蒸散量 ,乾物減少量および消失熱量 24)) 
（旧マニュアル p15 表 1-3-14「発酵による蒸散量 ,乾物減少量および消失熱量」

を転載）  

表  １－３－１０  堆肥化過程における蒸散量 ,乾物減少量および消失熱量 24)) 
（旧マニュアル p15 表 1-3-15「発酵による蒸散量 ,乾物減少量および消失熱量」

を転載）  
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    ７７））堆堆肥肥化化のの期期間間  

切返しや移動を行った後，堆肥の温度が上昇しなくなるまで堆肥化を行うことが推

奨されるが，堆積時の体積，切返し・移動の頻度，水分，通気の有無などにより，堆

肥材料の温度の推移は様々となる。このため，材料温度だけで堆肥化の進行度を評価

することはできない。  
堆肥化時の有機物分解の推移をに示す。堆肥化期間の一応の目安としては，堆積方

式では，家畜排泄物のみの場合では 2 ヶ月程度，農作物残渣（モミガラ，イナワラ）

表１－３－１１  主な病原菌および寄生虫の死滅温度 25,26) 
（旧マニュアル p15 表 1-3-16「人体病原菌および寄生虫の死滅温度」を転載）  

表１－３－１２  堆積ふん内に埋設した雑草種子の発芽率 27) 
＜「新版マニュア・マネージメント」（デーリィマン）p86 表 1「堆積ふん内に埋

設した雑草種子の発芽率」を転載予定、著者等と調整中＞  

表１－３－１３  堆積ふん内に埋設した雑草種子の発芽率 28) 
＜「新版マニュア・マネージメント」（デーリィマン）p87 表 2「堆積ふん内に埋

設した雑草種子の発芽率」を転載予定、著者等と調整中）＞  
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との混合物では 3 ヶ月程度，木質物（オガ粉，バーク）との混合物では 6 ヶ月程度が

妥当とされている。強制方式による一次処理を 1 週間～30 日程度行い，その後に堆積

方式によって二次処理を行う場合には，堆積方式のみのときよりも堆肥化期間を短縮

することができる。  
しかしながら，堆肥化施設の容量や需要の季節変動などの制約から，どのようなケ

ースでも長期間の堆肥化が可能なわけではない。また，堆肥を利用する側のニーズに

ついても，必ずしも熟度の高いもの（完熟）を求めていない場合も多い。未処理に近

い堆肥や一次処理が終了しただけの堆肥などの様々なニーズがあるが，それぞれの性

状に適合した施用方法（機械・時期）などに留意する必要がある。  
 

図１－３－８  家畜ふんの堆肥化における有機物の分解 15),28) 
（旧マニュアル p3 図 1-3-2「家畜ふんの堆肥化における有機物の分解」を転

載）  
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  ４４．．堆堆肥肥原原料料のの性性状状  

    １１））家家畜畜排排せせつつ物物  

家畜ふんは水分の多少によりその状態が変化し，堆肥化も影響を受ける。乳牛ふん

は，水分が少ないときには固状を呈しているが，その増加に伴い泥状，液状となり，

外見の形状も変化する（図 1-4-1）。このような関係は飼料に含まれる繊維分の影響を

受け，同じ水分であっても粗飼料が多く給餌されれば硬く，濃厚飼料が多ければ柔ら

かい性状となる。このような変化は，畜種によって差はあるものの基本的に他の家畜

でも同様に認められる。 

 

このように家畜ふんの物理的性状は水分によって異なるため，農地への散布やポン

プによる搬送の適用範囲が異なることが明らかにされている（図 1-4-2）。新鮮家畜ふ

んに水を加えて水分を増加させると粘性は低下するが，同一粘度を呈したときの水分

は，乳牛が最も高く，豚・鶏では低い（図 1-4-3）。このことは，乳牛ふんは水分が高

くてもふんの形状を保っているが，豚ふんや鶏ふんでは低い水分で液状となることが

示されている。一方で，生ふんに同種の乾燥ふんを混入して水分を低下させると，ふ

んは軟泥状，硬泥状を経て団塊状となり，さらに細粒状となる（図 1-4-4）。このよう

な形状の畜ふんのそれぞれについて通気型の堆肥化を想定した通気性の測定を行うと，

通気抵抗が低く，かつ堆積高さに応じた通気抵抗のなめらかな増加が認められるのは，

全体が細粒状を呈した場合である。この時の水分は畜種による差があり，乳牛では70 %

図  １－１－２  乳牛ふん(生)の見かけとその合水比 29) 
（旧マニュアル p24 図 1-5-1 乳牛ふん(生)の見かけとその合水比 4D を転載）  
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弱であるが，鶏では 50% 程度でないと良好な通気性は得られなかった（前出の図 1-3-

1）。さらに，生ふんに副資材を混合して水分を変化させた場合の形状変化と通気性に

ついての試験では，乳牛ふんと豚ふんの間に，異なる副資材の間に，それぞれ差のあ

ることが認められている（前出の図 1-3-2） ５),7),30),31）。これらの結果から，形状・性

状が同じであっても，畜種が異なればふんの水分には明らかな相異があることがわか

る。 

 

 

図  １－４－２乳牛ふん尿の性状区分と機械的取扱基準 29) 
（旧マニュアル p24 図 1-5-2「乳牛ふん尿の性状区分と機械的取扱基準」を転

載）  

図  １－４－３  新鮮家畜ふんに水を加えて水分を変化させた場合の粘性 30) 
（A）は 1 ポイズ以上 ,（B）は 1 ポイズ(100 センチポイズ)以下  

（旧マニュアル p25 図 1-5-3「新鮮家畜ふんに水を加えて水分を変化させた場合

の粘性」を転載）  
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    ２２））副副資資材材  

副資材の具備すべき条件としては，吸水性・保水性に富み，家畜ふんと混合した場

合にその通気性が高められることが必要である。これらの条件を満足させる副資材の

特徴と性状を表 1-4-1～4 に示した。オガ粉やモミガラは家畜ふんに比較して分解速

度は小さく分解率も低いが，その分解によるエネルギーを有し，材料の水分蒸発を助

ける利点がある。しかし，オガクズは樹種により作物の生育阻害物質を含有している

場合があり，これらの分解のために時間と施設面積が必要となるなどの問題点がある。

未粉砕のモミガラは，吸収性はよくないが通気性改善の面では良好な性質があり，粉

砕したモミガラは逆の性質を持っている。また，未粉砕でも粉砕しても分解に大きな

差はない。 

無機質系の副資材としてパーライト，ゼオライトなども使用されている。これらの

資材は水分の吸収と物性改良の効果があるが，乾物分解による熱エネルギーの発生は

期待できず，物理性の改良のみの効果があるといえる。無機質資材は有機質資材に比

較して，混合質量比が大となることに注意が必要である。無機質副資材は元来は土壌

改良材として用いられているものであり，堆肥の施用に当たってはその添加量によっ

て土壌改良効果が期待できる。 

戻し堆肥は，できるだけ水分の低いもの（50 %以下）を用いないと，混合する戻し

堆肥の量が多くなるので注意が必要である。戻し堆肥を副資材として利用する場合は，

通気性が次第に低下する傾向や堆肥の塩類濃度の上昇の可能性があり，新しい副資材

を常に少量ずつ混合することが必要である 

 

 

 

 

 

 

 

図  １－４－４  家畜ふんの水分を同種の乾燥ふんで調査した場合の形状変化 5)の

（旧マニュアル p25 図 1-5-4「家畜ふんの水分を同種の乾燥ふんで調査した場合

の形状変化」を転載）  
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表１－４－１  各種副資材の性質および性状 32) 
（旧マニュアル p6 表 1-3-3「主な副資材の特徴」を転載）  

表  １－４－２  各種物性改良材の性状 33) 
（旧マニュアル p6 表 1-3-4「各種物性改良材の性状」を転載）  
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表  １－４－３  モミガラおよびオガクズの粒径と吸水率 34) 
（旧マニュアル p6 表 1-3-5「モミガラおよびオガクズの粒径と吸水率」を転載）  

表  １－４－４  敷料および副資材の種類 35) 
（旧マニュアル p7 表 1-3-6「敷料および副資材の種類」を転載）  
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  ５５．．堆堆肥肥のの品品質質  

    １１））堆堆肥肥のの成成分分・・性性状状  

畜産整備機構で行われた堆肥の成分分析の結果を表１－５－１に示す。 

      （（１１））水水分分  

市販されている堆肥の水分は，乳用・肉用牛を主原料とするものでは 50 %程度，同

様に豚ふんでは 35 %程度，採卵鶏では 25 %程度，ブロイラーでは 33 %程度のものが

多い。販売される製品堆肥の水分は，性状の安定と散布の効率の観点から，低いこと

が望まれる。特に，豚ふんや鶏ふんを材料とした堆肥の袋詰め販売では，水分が高い

と保管・流通・販売の間の微生物活動により，悪臭や発芽・生育阻害物質が生じるこ

とがある。ポリ袋は有孔のものを用いても積み重ねによってふさがれるため，嫌気条

件となりやすく注意が必要である。逆に，袋を開口して保管すると堆肥の内部で硝酸

化成が進むこともあり，この点についても注意が必要である。 

      （（２２））ppHH・・電電気気伝伝導導度度（（EECC））  

原料である畜ふんや副資材の種類にもよるが，適切な堆肥化が行われれば堆肥の pH

は弱アルカリ性の 8 程度に安定することが多い。石灰分が多い鶏ふん（採卵，ブロイ

ラー）では，牛や豚よりも高いことが多い。また，一次処理を終えてからの日数が短

い場合や，袋内部での再分解によってアンモニア性窒素が多くなる場合には，堆肥の

pH が高くなることがある。 

電気伝導度（EC）は堆肥に含まれるイオンの量の影響を強く受ける。このため，副

資材として戻し堆肥が用いられたり，原料となる畜ふんへの尿の混合が多かったりす

ると，その値は高くなる。施設園芸では降雨による土壌無機成分の流亡がないため，

電気伝導度の低い堆肥を求める傾向がある。 

      （（３３））灰灰分分・・有有機機物物  

堆肥の乾物は灰分と有機物とから構成されるため，100 から灰分の値を差し引いた

ものが有機物の値となる。灰分値は採卵鶏ふん堆肥が約 50%と低い値であるが，これ

は原料となる鶏ふんの灰分値が 40%程度と高いことと，副資材を混合しないで堆肥化

を行うことが多いためである。他の畜種では，戻し堆肥を含む副資材の混合が行われ

るために，堆肥の灰分値が 30 前後となるものが多いといえる。乳用牛，肉用牛，豚で

は，ふんの灰分は 15 %前後であるが，オガ粉が副資材として用いられると，堆肥材料

の灰分は 10 %程度となることもある。 

仮に堆肥材料の灰分が 15 %，製品堆肥の灰分が 30 %であったとすると，堆肥化の間

の有機物分解率は約 60 %であり，乾物分解率では 50 %となる。灰分が低い堆肥材料で

は，堆肥化の間の乾物分解率が高くても製品堆肥の灰分の上昇幅が灰分の低い材料の

ものより小さくなる。このため，製品堆肥の灰分値だけでは，その堆肥の乾物分解が

進んでいるかの判断はできない。 
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     （（４４））肥肥料料成成分分  

堆肥に含まれる肥料成分の含有量は様々である。これは，畜種，飼料，畜舎構造を

含む飼養形態，敷料，堆肥化の方法などの影響を受けるためである。乳用牛と肉用牛

では全窒素の乾物当たり平均値は共に 2.2 %，カリの平均値も共に同 3 %程度の値と

表  １－５－１  堆肥の分析結果 36) 
＜畜環研の堆肥分析結果のレポート様式、畜環研と調整中＞  
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なっているが，リン酸については肉用牛が同 2.5 %と乳用牛の 1.8%の 1.5 倍程度の値

となっている。リン酸が多いのは豚，鶏とも共通する傾向であり，濃厚飼料が多く給

餌されているためである。豚や鶏では全窒素を 3%以上含むものが多く，リン酸やカリ

も同様に高めの値となる。一般に，濃厚飼料の給餌が多い畜種で副資材使用量の少な

い堆肥は，肥料成分が高くなる。しかし，窒素は排泄物に含まれていたタンパク質，

尿素（牛・豚），尿酸（鶏）からアンモニアが生成され，材料 pH が高くなるとその一

部が通気や撹拌といった空気との接触によって失われる。このため，有機物分解によ

る乾物減少と水分蒸発とのバランスによって，堆肥の窒素値（濃度）は材料と比べて

上昇するときと低下するときのいずれのケースもあり得る。リン酸とカリについては

堆肥化を通じてその総量は変化しないため，堆肥化の間に濃縮されてその値は材料に

比べて高くなる。 

堆肥に含まれる肥料成分のどの程度が栽培される植物に利用可能かを表す肥効率

（化学肥料を 100 とした相対値）は，畜種，副資材，堆肥化方法により大きく異なる。

詳細は第 章に記載されるが，特に窒素の肥効率は差が大きいことが知られている。

これは畜種によって飼料や消化吸収が異なることに加えて，堆肥化の副資材に含まれ

る窒素の影響も受けるためである。また，堆肥化時の通気と材料の高温は有機物分解

とアンモニア揮散を増加させるため，製品堆肥に含まれる分解性の有機性窒素と無機

性窒素の含有量を減少させることによる。リン酸とカリについては，栽培条件や圃場

管理にもよるがそのほとんどが植物に利用可能とされている。 

      （（５５））微微量量要要素素  

家畜排泄物を主原料とした堆肥には，窒素，リン酸，カリ，石灰，苦土といった多

量要素だけではなく，その他の微量要素（必須要素 16 元素）が含まれている。こうし

た微量要素の多くは，堆肥以外の方法で農地に供給されることが少なく，堆肥の施用

は貴重な供給源となっている。 

      （（６６））重重金金属属・・有有害害物物質質  

家畜排泄物を主材料とする堆肥で問題となりやすいのは，銅と亜鉛である。特に豚

と鶏では濃厚飼料中心の飼養であり，飼料に銅と亜鉛とが多く添加されるため，当然

ながら排泄物中の濃度も高くなる。農水省では，銅については豚ふんを原料とするも

ので現物当たり 300 mg/kg 以上含有する場合に，亜鉛については豚ふんまたは鶏ふん

を原料とするもので同 900 mg/kg 以上含有する場合において，成分表示を義務付けて

いる。こうした堆肥の連用に当たっては，注意が必要である。 

      （（７７））CC//NN 比比（（炭炭素素率率））  

堆肥に含まれる全炭素と全窒素との比率である。C/N 比は施用後の土壌中での窒素

の放出と有機物分解の指標とされてきた。C/N 比が 20 以下のときには堆肥に含まれる

有機性の窒素が無機化されて植物に吸収可能とされる。一方で，C/N 比が 30 以上では

有機物分解にともなう微生物の増殖に必要となる窒素量が堆肥に含まれる窒素だけで

は不足する。このために土壌中の無機性窒素が微生物に利用され，植物に利用される

窒素量が抑制されると考えられてきた。 

この C/N 比は元素分析により得られた全炭素と全窒素との比率であるため，実際に

は C/N 比の値だけで窒素の無機化や有機物分解の程度を判断することは困難である。
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現実に乳牛や肉牛，豚では C/N 比が 20 以上の堆肥も多く販売されており，こうした堆

肥でも施用量や施用方法によっては問題を生じることなく利用されているのも事実で

ある。第６章に記されるが，近年は C/N 比だけではなく，化学分析を利用して窒素の

肥効と有機物の分難易性を評価する手法が進歩してきている。 

 

    ２２））堆堆肥肥のの熟熟度度  

      （（１１））腐腐熟熟・・腐腐熟熟度度ととはは  

家畜ふん堆肥が地域内あるいはさらに広域的に流通し，利用が促進されるためには，

堆肥が十分に熟成・安定化して，植物の生育障害を引き起こさないことが重要である。

この堆肥の熟度・安定性の指標として，従来から「腐熟」や「腐熟度」という概念が

取り入れられてきた。すなわち，「腐熟とは地力の維持・増強を目的として有機質資材

を農業利用する場合に，あらかじめその有機質資材を処理して，微生物の作用により

ある程度目標まで腐朽させておくことである。その到達目標としては，有機質資材を

土壌に施用しても作物に生育障害を起こさないで，土壌微生物に活動のエネルギーを

じゅうぶんに与えて地力を維持し，作物の生産性を高めるような成分組成を持つよう

にすることである。そしてこの到達目標に合致した時が腐熟の終了時（完熟）であり，

この目標に到達するまでのさまざまな腐熟の程度を腐熟度という用語で表すことにし

た。」37，38）したがって，ここでいう「完熟」とは，きわめて長時間の堆肥化処理を行

って有機物の大部分が分解され，ほとんど不活性に近い状態になったものではなく，

上記の定義において述べたように，堆肥がまだ十分なエネルギーを維持しながら，作

物に生育障害を起こすことがなくなった状態ということができる。 

      （（２２））腐腐熟熟度度のの判判定定法法  

家畜ふん堆肥を製造する側においても，またそれを利用する側においても，堆肥の

熟度や安定性の評価は重要な問題である。このため堆肥の熟度や安定性を評価するも

のとして，「腐熟度」という考え方が取り入れられ，その指標や判定法についても数多

くの提案がなされてきた（表１－５－２）。これらの中には，分析に時間や高度な技術

を要するもの，特殊な原料にしか適用できないものなどがあり，どのような堆肥にも

確実に適用できる簡易な方法は少ない。その中でも，堆積物の温度変化，外観・臭気，

コマツナ種子の発芽試験，硝酸性窒素の検出，評点法などがよく利用されている。 
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  ６６．．各各種種のの計計測測項項目目ととそそのの測測定定法法  

    １１））水水分分（（含含水水率率））  

家畜ふん，副資材，堆肥の水分は，視覚や触覚では判断が困難な物であるから，堆

肥化施設には，取扱いの容易な水分測定器の整備が望まれる。施設本体の投資額に比

べると，その機能を支援する水分測定器の価格は相対的に安価な物といえる。水分の

測定法には各種があるが，家畜ふんに比較的容易に応用される方法について概略を述

べる。試料を所定の温度で加熱したときに減少する質量を水分と見なす方法を加熱減

量法といい，基本的な水分測定法である。しかし，水以外の揮発性分ならびに化学変

化による質量の減少等の誤差が介入するおそれがあり，公定法では乾燥温度，乾燥時

間が定められている。 

      （（１１））常常圧圧加加熱熱減減量量法法  

表  １－５－２  腐熟の指標および腐熟度判定法 39) 
（旧マニュアル p21 表 1-4-6「腐熟の指標および腐熟度判定法」を転載）  
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常圧加熱減量法は，各種公定法に採用されている方法であり，ルツボあるいは蒸発皿に，

蒸発量もしくは乾物量が測定誤差を上回る量の試料を入れ，恒温器を用いて所定の温度な

らびに時間で乾燥し，室温に冷却後に化学天秤（電子式直示天秤）で秤量する。105～110 ℃

の条件で恒量に到達するまで乾燥し，減量をもって水分とする。ただし，恒量に到達する

まで何回も秤量する手間と時間とを省略して簡便さを図るために，実際には 105℃で 24

時間（一晩）加熱して恒量に到達したとして，翌日に秤量することが多い。現場では試料

をアルミ箔製の食器皿に入れ，調理用秤で計測を測っている例もある。専用の恒温器（10

万円程度から，換気扇下に設置）と天秤（できれば 0.01 g 精度のもの）を必要とするが，

同時に多試料の測定を行うことができ，試料数が多い時には赤外線水分計よりも便利と考

えられる。 

      （（２２））赤赤外外線線水水分分計計  

赤外線水分計は，試料を天秤の秤量皿にのせ，上方から赤外線電球で照射加熱し，試料

が乾燥した恒量に達したところで秤量し水分を測定する方法である。電子式直示天秤とマ

イクロコンピューターを組み合わせ，乾燥温度の調節と恒量到達の検出を自動的に行える

ようにした装置が市販され，短時間で容易に測定ができる（図 1－６－１）。試料 1 つにつ

いて 10 数分程度の時間で簡便に結果を求める方法としては，赤外線水分計を用いるのが

良い。 

 

 

 

 

 

 

図  １－６－１  赤外線水分計の例 40) 
（旧マニュアル p26 図 1-5-5「赤外線水分計の例」を転載）  
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      （（３３））水水分分とと含含水水比比  

水分は，通常，湿物質量を 100 とし，これに占める水の質量を百分率で表示する（湿量

基準）。物質に含まれる水の量をいうときも水分と呼ばれることがあり，これとの区分が

紛らわしい場合には「水分（％）」とする。広く各方面で用いられており，大方の理解が

得られる表示方法である。しかし，これでは物質に含まれている水の量を直接比較するこ

とはできない。堆肥化処理，乾燥処理等，水分を減少させる場合に，減少させるべき水の

量を直接知ることは困難である。このような場合には，乾物質量を基準（乾量基準）にし

た含水比を用いると都合がよい。例えば，水分 70 %，10 %は，それぞれ含水比 233 %，

11 %に相当するが，水分 70 %のものを 10 %にする場合，水分（%）で表示したのでは量的

相互関係がわからないが，含水比なら約 21 倍量であることと直読できる。これらの計算

方法ならびに水分と含水比の換算式は，次の通りである。 

水分（%）＝（全質量 M1－乾物質量 M2）／全質量 M1×100 

含水比（%）＝（全質量 M1－乾物質量 M2）／乾物質量 M2×100 

水分を含水比に換算する式 

水分（%）／（100－水分（%））×100＝含水比（%） 

含水比を水分に換算する式 

含水比（%）／（含水比（%）＋100）×100＝水分（%） 

 

    ２２））みみかかけけ密密度度  

みかけ密度は容積重，仮比重または見掛け比重ともよばれる単位体積当たりの物体

の質量を示すものであり，kg/L や t/m3 などの単位を用いて表す（kg/L と t/m3 によっ

て表された値は同値となる）。この値の逆数は比容積であり L/kg，m3/t の単位によっ

て表示され，一定質量の堆肥や材料がどのくらいの体積となるかを表す。このため，

ある質量の堆肥材料について，堆積高さを決定した場合に，どの程度の面積を占有す

るかを検討する場合に役立つ指標である。 

土壌などの粒子が見掛け上変形しないとみなされるもの（たとえばゼオライト）で

は，土壌物理性測定法を準用して測定を行うことができる。 

堆肥あるいはその材料では，粒土が均一ではないことや，堆積の状態による変化が

大きいことから，実験室的方法で容積重を推定することが試みられている。その概要

は次のとおりである。充壌する円筒は直径 10～20 cm，高さ 10 cm のものを用いる。

これに高さ 10 cm となるよう試料を入れて質量を測定する。次に，この質量が直下の

10~20cm の層への荷重となると仮定して，その層の容積の減少を測定する。これによ

り，10~20cm の層のみかけ密度が求められる。以後，0～10 cm と 10～20 cm の総質量

が 20～30cm の層に加わるものとし，順次，所定の高さまで同様の測定を反復する。表

１－３－３は，このようにして得た結果から作成したものである。 

実施設でも行うことのできる簡略な方法として，例えば一定容積のバケツ（できる

だけ円筒形に近い形状のもの）などに堆肥材料を充填し（山盛りにしたうえでバケツ

を床面に数回軽く叩きつけて隙間をなくす）して質量を計測すれば，実際のみかけ密

度に近い値を得ることができる。 
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    ３３））ppHH  

酸性・アルカリ性の指標とする pH は水溶液中の H+イオンの濃度[H+]を表す値であ

り，次のとおり定義されている。 

pH= -log[H+] 

市販の pH 計は，ガラス電極を用いて試料液と標準 pH 液との pH の差によつて生じる

ガラス薄膜内外の電位差を測定し，pH に換算して表示する。測定に際しては，電極の

校正を適切に行っておく必要がある（堆肥の測定では，pH: 7 と pH: 9 の標準液を用

意するのが好ましい）。 

土壌の pH 測定は，乾土 1 に対して水が 2.5 となるように調整した試料液を測定に

用いるが，堆肥や家畜排泄物といった保水性の高い試料の測定においては，この比率

では十分な液量が得られないことが多い。このため堆肥や家畜排泄物では，現物試料

1 に対して，質量比 10 倍量の水を加えて試料液を調整することが多い。このとき試料

の含水率によって試料液中の乾物と水の比率が異なることになるが，pH 値に及ぼす影

響は小さい。試料液の調整条件を統一したいときは，次項の電気伝導度測定と同様に

行う。 

 

    ４４））電電気気伝伝導導度度（（EECC））  

試料に含まれる塩分濃度の指標とされるのが電気伝導度（EC）である。EC は l cm2

の 2 枚の電極板間の電気抵抗値の逆数を表し，単位は dS/m（= mS/cm）を用いる。EC

計は，安価なものから試験機関で使うもの，固定式とポータブル式など，様々な機器

が市販されている。 

EC の測定では，試料液に含まれるイオン濃度が測定値に影響を及ぼすため，試料と

加える水の量が異なると，計測値も異なる。一般的には，事前に試料の水分を測定し，

試料の乾物 1 に対して試料に含まれる水と加える水の総量が 10 となるように調整し

た試料液を測定に用いる。同時に pH の測定を行うときには，同じ試料液を用いて，EC

を測定した後に pH の測定を行うと便利である。 

 

    ５５））有有機機物物とと灰灰分分  

試料を強熱処理（550℃～600℃）すると有機物はガス化して揮散し，無機物は灰と

して残存する。このときの試料の質量減少率が有機物（強熱減量率）であり，灰とし

ての残存率が灰分（無機物含有率）である。このため，有機物（%乾物）と灰分（%乾

物）の和は 100 となる。測定には加熱のための電気炉（趣味用のものが 10 万円程度か

らある），質量測定のための天秤（1 mg 単位の計測が可能なもの），蒸発皿あるいは

‘るつぼ’といった耐熱容器，試料や容器の吸湿防止のためのデシケーターなどが必

要となる。灰分（粗灰分）と有機物（強熱減量）は以下に示す式により求める。 

有機物（%乾物）＝（全質量 M1－灰質量 M2）／全質量 M1×100 

灰分（%乾物）＝（灰質量 M2）／全質量 M1×100 

 

    ６６））温温度度  

― 31 ―― 34 ―



-32- 

堆肥用の温度計としては，バイメタル温度計とデジタル温度計とがあり，堆積物の

表面から深さ 30 cm 程度の位置の温度を測定する。バイメタル温度計は現場で温度を

目視するのには良いが，筆記によって記録する必要がある。デジタル温度計は様々な

機能と価格のものが販売されている。いずれもセンサ部分を棒に固定し，この棒を堆

肥に差し込むことによって温度を測定する。専用のソフトウェアにより，測定時間の

間隔の設定や測定データのダウンロードが可能である。測定に際しては，本体部分を

堆肥からの熱や水蒸気から守る措置（ビニール袋やポリ容器を利用）や，センサを防

水・耐熱仕様のものを選定するなどの注意が必要となる。 

 

    ７７））発発芽芽試試験験  

堆肥の植物への安全性を評価する方法として，コマツナ種子を用いた発芽試験法が

ある。簡単な方法としては，質量比で堆肥の現物 1 に対して沸騰水 10 を加えて 1 時

間放置した試料液のろ液を用いる方法がある（土壌協会）。こうした方法では堆肥の水

分によって抽出液に含まれる堆肥成分の濃度が異なるという問題がある。このため，

事前に試料の水分を測定し，試料の乾物 1 に対して試料に含まれる水と加える水の総

量が 20 となるように熱水抽出・ろ過した試料液を用いることも行われている。 

試験の方法は，シャーレにろ紙 2 枚を敷き，その上にコマツナ種子 30～50 粒を播種

する。その後に，ろ液 10 mL をシャーレに分注する。対照として、水 10 mL を入れた

ものを用意する。シャーレにふたをし，20℃（あるいは室温）に温度管理して，5 日後

（温度により調整する）の発芽数から発芽率を求める。対照区の発芽率と比較して，

堆肥の発芽率を評価する。 

 

    ８８））幼幼植植物物試試験験法法  

堆肥の作物に与える影響を調べる方法としては，ノイバウエルポット（内径 11.3 cm，

高さ 6.5 cm）を用いたコマツナの幼植物試験（農林水産省農蚕園芸局長通達（59 農蚕第

1943 号））がよく用いられる。これは，以下に示すものである。ポット当り窒素全量とし

て 100 mg（乾物当りの窒素全量が 2 %以下のものにあっては，乾物試料として 5 g）を基

準量とし，基準量施用区，2 倍量施用区，3 倍量施用区，及び 4 倍量施用区の試験区を設

ける。これらの量に相当する量の現物試料をそれぞれ風乾土壌（2 mm の網ふるいを通し

た壌土または砂壌土）500 mL によく混合した後，ノイバウエルポット（内径 11.3 cm，高

さ 6.5 cm）に詰め，N，P2O5 及び K2O としてそれぞれ 25，50 及び 25 mg に相当する量の硫

酸アンモニウム，過リン酸石灰及び塩化加里を施用する。別に試料を入れない風乾土壌 500 

mL につき，同じ処理をした標準区を設ける。各区とも 2 連とする。各区に水を加えて最大

容水量の 50～60 %となるように土壌水分を調節し，コマツナの種子を等間隔に 20 粒播き，

種子が隠れる程度に風乾土壌で覆う。播種後適度の水分状態を保つように補水しながら，

15～25℃で 3 週間栽培する。この間，コマツナの発芽率，葉長，異常症状など，さらに収

穫時の葉色，葉長，地上部生体重などを調査し，標準区と比較して試験区における異常の

有無または程度を判定する。 
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第第２２章章  堆堆肥肥化化施施設設・・機機械械のの基基本本  

  １１．．堆堆肥肥化化方方式式のの分分類類・・概概要要  

    １１））堆堆肥肥化化方方式式のの分分類類  

 

堆肥化方式は、大別すると堆積方式と撹拌方式に分けられ、前者には堆肥舎タイプがあり

後者には開放型タイプおよび密閉型タイプがある。堆肥化処理は、基本的には一次処理と二

次処理の二つの処理法の組合せで行う。 

 

堆肥化方式にはいろいろなタイプがあり、大別すると堆積方式と撹拌方式に分けられる（図

2-1-1)。前者には堆肥盤や通気型堆肥舎で代表される堆肥舎タイプがある。後者には開放型

の発酵槽上部に撹拌機が走行し、堆肥材料を定期的に撹拌し少しずつ移動させる開放型タイ

プおよび密閉された円筒状の発酵槽に堆肥材料を投入し内部の撹拌羽根によって堆肥材料が

撹拌されながら堆肥化される密閉型タイプがある。 

堆肥化処理は基本的には一次処理と二次処理の二つの処理法の組合せで行う。一次処理は

堆肥材料を作物へ施用した時に生育障害の原因となりやすい易分解性有機物を早期に分解さ

せ、二次処理でさらに後熟させて安定化を図るという方法である。堆肥舎のみを使用する場

合はこの区別をしないが、通気型堆肥舎や開放型堆肥化装置、密閉型堆肥化装置を使用する

場合はこれらの装置を一次処理用とし、二次処理に堆肥舎を使う組合せとなる。 

図 ２－１－１ 堆肥化処理方式の種類 

（旧マニュアル p33 図 2-1-1「堆肥化処理方式の種類」を修正；名称及び分類を

整理し、実用上の呼称を削除） 

名称
堆肥盤
堆肥舎

無通気型 バッグ
堆積方式

通気型 通気型堆肥舎
堆肥化
(発酵)処理 直線型堆肥化装置

開放型 (単列・複列)
円型堆肥化装置
回行型堆肥化装置

攪拌方式 (楕円形)

密閉型 密閉縦型堆肥化装置

区分

注)攪拌方式の開放型堆肥化装置には，通気型，無通気型がある

直線型堆肥化装置 円型堆肥化装置 回行型堆肥化装置
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      ２２））堆堆肥肥化化処処理理施施設設・・機機械械のの特特徴徴・・概概要要  

これまでの堆肥化施設の利点および検討項目の概要を表 2-1-1、2-1-2 に示した。また、主

な堆肥化処理施設・機械の特徴と利用状況を表 2-1-3 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２－１－１ 堆肥化施設・機械の特徴 

（旧マニュアル p34 表 2-1-1「堆肥化施設・機械の特徴」を転載） 

 

 

 

 

 

 

表 ２－１－２ 処理施設導入にあたっての検討項目と対

応策の例(共同利用施設の場合) 

（旧マニュアル p34 表 2-1-2「処理施設導入にあたって

の検討項目と対応策の例(共同利用施設の場合)」を転

載） 
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  ２２..堆堆積積方方式式にによよるる堆堆肥肥化化  

 

堆肥舎は主として切り返しによって家畜排せつ物を好気的に分解・腐熟させて堆肥化する

ための施設である。また、有機物の分解を促進するために、切り返しだけでなく、ブロワー

などにより強制的に通気を行う通気型堆肥舎がある。 

 

堆肥舎や堆肥盤は、堆肥生産を行うだけではなく、後述する発酵槽で一次処理したものを

二次処理したり、製品の貯蔵を行うなど堆肥化処理には欠くことのできない施設である。堆

肥舎は、屋根、柱、壁および周辺壁や隔壁などから構成されている施設であるのに対して、

堆肥盤は、隔壁などの構造物を持たない簡易な施設である。 

堆肥舎の建設においては、家畜排せつ物の適正な管理と利用が可能であることが基本であ

り、施設設計の前提となる立地条件や経営条件等を考慮し、第 3 章を参考に適正な施設規模

を算出することが重要である。施設の構造設計に当たっては、第 4 章を参考にし、作業性、

安全性および経済性などを総合的に検討して決定することが重要である。 

 

    １１））堆堆肥肥舎舎とと切切りり返返しし作作業業機機  

 

 

 

 

表 ２－１－３ 主な堆肥化処理施設の特徴と利用状況 

（旧マニュアル p35 表 2-1-3「主な堆肥化処理施設の特徴と利用状況」を修正；スクリュ

ー式を追加し、密閉横型堆肥化装置を削除するとともに、図を再作成） 
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      （（１１））堆堆肥肥舎舎  

堆肥舎（写真 2-2-1)は、ホイールロ

ーダーなどの切り返し装置を用いて切

り返しのみによって家畜排せつ物を好

気的に分解・腐熟させて堆肥化するた

めの施設で、有機物の分解速度が遅い

ために処理期間が長い。空気が堆肥材

料表面から内部に浸透する深さはわず

か 30cm 程度であり 2）、切り返しを適時

行うことが、堆積された堆肥の好気的

な分解・腐熟を保つ上で極めて重要で

ある。 

堆肥舎における堆肥の堆積高さが

200cm を超えると自重による圧密によ

り好気的な発酵条件が維持され難くな

るので、堆積高さは 175-200cm の事例

が多い。 

  

      （（２２））切切りり返返しし作作業業機機  

堆肥材料の切り返し作業は、通気性の改善と堆肥材料への酸素供給を行って堆肥化を促進

させる目的で行うが、この作業機が切り返し用装置である。堆肥舎で一般的に用いられてい

る切り返し用の装置としては、ホイールローダー、トラクター用フロントローダーなどが用

いられる。これらの機械の作業性および処理能力は、バケット容量、バケット幅、輪距およ

び最小旋回半径などによって影

響されるので、堆肥発酵槽の幅や

施設内の作業通路幅との関連を

十分に考慮して決定することが

重要である。 

    ①ホイールローダー 

堆肥舎における堆肥の切り返

し作業機として、また堆肥材料の

運搬用として使われている。トラ

クターのフロントにバケットを

取り付けたタイプのほか、建設用

機械を転用したタイプの使用例

が多い。走行方式に 4 輪スキッド

ステアリング、車体中央で屈曲す

るアーティキュレートなどがあ

写真 ２－２－１ 堆積型堆肥舎の例 

（旧マニュアル p36 写真 2-2-1「堆積型堆肥舎の

例」を転載） 

写真 ２－２－２ 堆肥切り返し用ホイールローダー 

（旧マニュアル p64 写真 2-7-4「堆肥切り返し用ショ

ベルローダー」を転載） 
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り、堆肥化施設や畜舎の

構造により選定する（写

真 2-2-2)。堆肥専用に使

うためにバケットを特

注で大きくしている場

合は、作業旋回時にバケ

ットが大回りするため

建屋の支柱や壁を破損

することがあるので十

分注意した運転が求め

られる。 

ホイールローダーの代わりに荷役用

のショベルローダーが利用される場合

もあるが、最大荷重 1t 以上のショベル

ローダーの場合は運転技能講習を受講

しておく必要がある。 

    ②自走式堆肥攪拌装置 

自走式堆肥攪拌装置は、レールなど

に固定されず、作業場所を限定されな

いことが特徴で、ウィンドロー式や吹

き上げ式などがある。ウィンドロー式

については、堆肥舎や堆肥盤で堆肥材

料のウィンドローを作り、2 週間から 1

ヶ月に一度、ウィンドローを作りなが

ら切り返しを行う方式である。発酵槽

がなく省力的であるが堆肥化の期間が

長い。図 2-2-1 はトラクタサイド装着

型切り返し機の作用図である 3)。吹き

上げ式については、堆肥舎などで堆積

されている堆肥材料を、除雪用作業機

を改造した機械で集め、吹き上げ移動

しながら隣に堆積していく方式であ

る。堆肥材料にある程度の水分が必要

であるが、適正な水分状態の堆肥材料

であれば 3m 程度の高さまで吹き上げ

ながら堆積することができる（写真 2-

2-3)。どちらも構造物として発酵槽を

必要としないものの、屋根付きの堆肥

 

図 ２－２－１ トラクタサイド装着型切り返し機の作用図 

（旧マニュアル p64 図 2-7-6「トラクタサイド装着型切り返

し機の作用図」を転載） 

 

写真 ２－２－３ 吹上方式による切り返し方

式 

（旧マニュアル p65 写真 2-7-5「吹上方式によ

る切り返し方式」を転載） 

 

写真 ２－２－４ マニュアスプレッダによる

堆肥の切り返し作業 

（旧マニュアル p65 写真 2-7-6「マニュアスプ

レッダによる堆肥の切り返し作業」を転載） 
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舎内で処理する必要がある。 

    ③その他 

自走式マニュアスプレッダを定置にし、切り返したい堆肥材料をホイールローダーでマニ

ュアスプレッダの荷台に投入しビータで混合・拡散して切り返す応用例もみられる（写真 2-

2-4)。また、次項で解説するスクリュー式撹拌装置やクレーン式撹拌装置を堆肥舎に導入し、

数日に一度の切り返しを行う例もある。 

 

    ２２））強強制制通通気気型型堆堆肥肥舎舎とと通通気気装装置置  

        （（１１））強強制制通通気気型型堆堆肥肥舎舎  

通気型の堆肥舎（写真 2-2-5)は、切り返しだけではなく、ブロワーなどの通気装置を用い

て強制的に通気を行って家畜排せ

つ物を好気的に分解・腐熟させて堆

肥化するための施設で、通気装置の

無い堆肥舎に比べて有機物の分解

速度が速く、処理期間が短い。強制

通気型堆肥舎の切り返し装置は、前

項の１）堆肥舎の場合と同様であ

る。 

  

      （（２２））通通気気装装置置  

通気装置（写真 2-2-6)には、空気

を強制的に供給する送風機と配管、

および空気を堆肥材料内に均一に

分散させて好気的な状態を維持す

るための通気床がある。なお、通気

方式に関しては、通気床から堆肥材

料に空気を送る圧送通気式が多く

利用されるが、通気床から空気を吸

引する吸引通気式も悪臭対策 4）や発

酵熱を回収利用 5)するため一部で採

用されている。 

送風機の選定に当たっては、堆肥

材料に通気する場合の通気量と通

気抵抗を考慮しなければならない。

適正な通気量は、堆肥材料の水分や

通気性によって異なるが、堆肥材料

1m3当り毎分 50-300 リットル程度と

言われており、一般的には毎分 100

写真 ２－２－５ 通気型堆肥舎の通気床の例

（旧マニュアル p36 写真 2-2-2「通気型堆肥

舎の通気床の例」を転載） 

 

写真 ２－２－６ 通気装置の例 

（旧マニュアル p36 写真 2-2-3「通気装置の

例」を転載） 
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リットル程度で運転されている場合が多い。通気抵抗とは、堆肥材料に空気を供給する場合

の抵抗値で、配管系の管路抵抗を考慮して 0.98-2.45kPa 程度の静圧を持った送風機を選定す

る。 

 

    ①送風機 

一般に用いられている送風機は、気体中で羽根車を回転させ、羽根車の回転によって空気

に速度と圧力のエネルギーを与えるターボ形の機械で、2005 年に改正された JIS 規(B0132)

によると有効吐出し圧力が 30kPa 以下のものをファン、200kPa 以下のものをブロワと呼称す

る 6)。慣例的には規格改正前の規格により以下のように分類されている場合がある。すなわ

ち吐出し圧力と吸込み圧力の比であ

る圧力比が 1.1 未満、または吐出口側

の圧力（ゲージ圧力）上昇（吸込み圧

力は大気圧）が lOkPa 以下のファン

と、圧力比が 1.1 以上 2.0 未満、また

は圧力上昇が 10-lOOkPa の範囲にあ

るブロワーである(図 2-2-2)7）。 

ターボ形送風機には、羽根車の構造

や気体の流れ方などから遠心式、軸流

式、斜流式、横流式などの形式がある

が、通気型堆肥舎では、遠心式の送風

機が通気装置として一般的に用いら

れる。また、高い静圧が必要な場合は

渦流送風機もよく利用される（商品名

はリングブロワー）。堆肥舎での利用

はごくまれではあるが、密閉縦型堆肥

化装置で静圧をさらに高めて通気を

確実に行う場合に容積型送風機が利

用されることもある。 

送風機の駆動は一般的に電動機で

行われ、動力伝達方式にはベルト式と

直結式がある。 

 

     ア）遠心送風機 

空気が羽根車内の大半の流路を半径方向に通過し、主に遠心力の作用で圧力が上昇する。

羽根車の形状には、後向き羽根、径向き羽根、前向き羽根などがあり、それぞれ後向きファ

ン、ラジアルファン、多翼ファンと呼ばれている。軸流式に比べて 1 段当りの圧力上昇を大

きく取ることが容易で、構造上、機械の外形に対し羽根車入ロ径が小さいことから、軸流式

に比べて小流量に適している。また、流量変化に対する圧力変化が緩慢であることから流量

 

図 ２－２－２ 送風機、圧縮機の分類(機械

工学便覧より) 

（旧マニュアル p37 図 2-2-1「送風機、圧縮

機の分類(機械工学便覧より)」を転載） 
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制御が比較的容易であり、軸流式に比べて効率が 5-10%程度低いが、比較的広い範囲で高効率

が維持される。騒音に関しては、同一圧力

の場合、軸流式に比べて羽根車の周速度

が小さく有利である。 

     イ)多翼ファン 

シロッコファンと言う名称で広く知ら

れており、羽根車は、半径方向に短く、軸

方向に長い多数の羽根(36-64 枚）から構

成されている（図 2-2-3)。羽根の断面形

状は円弧状で、回転方向に対して前向き

に両側の円板（主板および側板）に取付け

られ、必要に応じて補強されている。ケー

シングは渦巻き状で、必要に応じて形鋼

で補強されている。 

前向き羽根であるため、直径が同一で、

回転速度が同一の場合には多くの流量と

圧力が得られるため、他の遠心送風機に

比べて小形である。しかし、羽根の構造上

高速回転に適さないので、ファンの静圧

は 980Pa 程度までである。 

     ウ）ラジアルファン 

羽根の出口部が半径方向に向いている

もので、羽根の形状には直線上と曲線状

があり、主板と側板に取り付けられてい

る。直線上の羽根を放射状のスポークに

取り付けた構造の羽根車はパドルファン

と言われ、羽根枚数は 6-8 枚程度である

（図 2-2-4)。 

     エ)後向き羽根ファン 

ターボファンと言う名称で知られてお

り、圧力比 1.1 未満の場合は後向き羽根

ファン（図 2-2-5)、圧力比 1.1 以上 2.0

未満の場合は遠心ブロワーと呼ばれてい

る。羽根の出口角度は、後向き(30-60 度）

で、入り口部から出口部に向けて曲線状

に成形した羽根板を等厚の主板・側板に

溶接かリベット締めされている。同一の

風量・風圧に対して、羽根車やケーシング

 
図 ２－２－３ 多翼ファンの羽根車と特

性曲線(機械工学便覧より) 

（旧マニュアル p38 図 2-2-2「多翼ファン

の羽根車と特性曲線(機械工学便覧よ

り)」を転載） 

 

図 ２－２－４ パドルファンの羽根車と特性

曲線(機械工学便覧より) 

（旧マニュアル p38 図 2-2-3「パドルファン

の羽根車と特性曲線(機械工学便覧より)」を

転載） 
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の大きさが遠心ファンの中で最も大きいが、効率が高く優れた性質を持っていることから一

般産業用送排風装置として広く用いられている。耐腐食性を必要とする場合には、ステンレ

ス鋼が用いられる。 

遠心ブロワーは、ファンに比べ、ブロワーの羽根車は高速で回転するように設計されてお

り、1 個の羽根車で所定の要領を満足する単段形（図 2-2-6)と数個の羽根車を取り付けた多

段形がある。また、後向き羽根ファンには、吸い込み口が片側だけにある片吸込み形と両側

にある両吸込み形がある。 

     オ)渦流送風機 

遠心式ターボ形送風機と同様に、空気が羽根車

内の大半の流路を半径方向に通過して遠心力の

作用で圧力が上昇するが、ケーシング内で渦流を

形成して圧力の上昇を繰り返しながら排出され

る（図 2-2-7)。このため、多段式のターボファン

に相当する高風圧が得ることができる。羽根車形

状は渦流ポンプと類似しており、羽根は前向きで

あるが、流路面積、羽根の高さと幅などが渦流ポ

ンプより大きい（図 2-2-8)。一般的には、15m3/min

以下の小流量、静圧 30kPa に以下に用いられるが、

圧力比 2 程度のものもある。 

特徴としては、圧力係数が大きく小形軽量で、

図 ２－２－５ ターボファンの羽根車と特

性曲線(機械工学便覧より) 

（旧マニュアル p38 図 2-2-4「ターボファン

の羽根車と特性曲線(機械工学便覧より)」

を転載） 

 

図 ２－２－６ 単段・片吸込みターボファ

ン(メーカーカタログより) 

（旧マニュアル p38 図 2-2-5「単段・片吸

込みターボファン(メーカーカタログよ

り)」を転載） 

図 ２－２－７ 渦流送風機での空気

の動き 

（旧マニュアル p38 図 2-2-6「渦流

送風機での空気の動き」を転載） 
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低騒音であり、性能曲線が右下がりで安定作動範

囲や流路範囲が広く、構造が簡単で信頼性が高い

ことなどである。一方、効率が 50%以下と低い欠

点がある。 

 

     カ)容積送風機 

ルーツブロワやロータリーブロワと呼ばれ、密

閉空間内の構造を回転させ、その容積変化により

気体の圧力を上昇させる機械を指す(図 2-2-9、

写真 2-2-7)。容積型送風機はターボ型送風機に

比べて構造が複雑だが、圧力による空気量への影

響は小さいといった特徴がある。容積型送風機

は、回転数に比例して一定量の空気を送ることが

でき、静圧が変わっても空気量の変化は小さく、

最近では密閉縦型堆肥化装置などで確実に通気

するために使用されることもある 8）。一方、構造

が複雑であることから一般的に修理が難しく、設置現場での修理が困難な場合がある。 

 

    ②配管 

配管は、空気を送風機から通気床に輸送するため用いられる。通気型堆肥舎では、塩化ビ

ニールやポリエチレンなどが用いられており、機械的強さは大きくないが、軽くて、耐腐食

性に優れている。 

管路の設計に当たっては、管路における圧力損失をできるだけ少なくするために、管路の

長さができるだけ短くしたり、曲がり部、拡大部、縮小部、分岐部ができるだけ少なくする

ことが大切である。 

    ③通気床 

通気床は、堆肥材料全体に空気をできるだけ均一に供給して好気的な条件を維持すること

 

写真 ２－２－７ 堆肥化施設で利用されている

ルーツブロワ 

図 ２－２－９ 容積送風機の

ローター構造 

（新規作成） 

 

図 ２－２－８ 渦流送風機の構造 

（旧マニュアル p39 図 2-2-7「渦流

送風機の構造」を転載） 
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によって堆肥化を促進するために設置される（図 2-2-10）。通気床は、一般的には、堆肥舎床

面下部に通気用配管を設置し、通気用配管が目詰まりを起こさないように周囲にオガクズ、

モミガラ、木材チップ、あるいは砂利などが敷設されている。しかし、ショベルローダーな

どで切り返しを行う堆肥舎では、車輪の踏圧によって圧密され、空気が通りにくくなったり、

全く通気されない状態になりやすい。また、堆肥材料の水分が適正に調整されていない場合

には、オガクズ、モミガラ、木材チップなどが腐食し、通気管の目詰まりの原因になる。した

がって、堆肥材料の温度が上昇しない場合には、発煙筒を用いて通気状態を確認する必要が

ある。 

    ④吸引通気方式 

吸引通気方式は、堆肥材料に通気を行うとと

もに、堆肥化で発生したガスや熱を通気床から

空気を吸引することによって回収する方式であ

り 9）、脱臭技術と組み合わせやすい技術である。

吸引通気方式では、堆肥材料に空気を繰り込む

方式(圧送通気方式)とは反対に堆肥材料から空

気を吸引することで、堆肥材料内部が負圧にな

り堆肥材料表面から底部に向けて新鮮な空気が

供給される。良好に空気を供給するためには、

圧送通気と同様にかさ密度を 500-700kg/m3に調

整する必要がある。また、空気を吸引すること

で、空気とともに細かな粒子や水分(排汁)が堆

肥底部に集まりやすく、通気配管が詰まりやすくなることから、約 1m 角の凹部と遮蔽版から

なる通気配管が用いられる(写真 2-2-8)10）。また、吸引排気には堆肥化過程で発生したガスや

熱が含まれ、送風機が腐食しやすいことから、ステンレス製の羽根が収められているケーシ

ングと電動機が物理的に分離されている構造で、60℃以上にも対応できる耐熱仕様のものを

選定する。さらに、排汁が送風機に到達しないよう、通気配管の途中で排汁を排出できる構

造とする必要がある。 

 

 

写真 ２－２－８ 吸引通気方式におけ

る通気配管の例 

(新規作成) 

 

図 ２－２－１０ 通気型堆肥舎の通気床と改善例 

（旧マニュアル p39 図 2-2-8「通気型堆肥舎の通気床と改善

例」を転載） 
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    ３３））設設置置・・使使用用上上のの注注意意  

   （１）堆肥舎の設置場所は、外部から雨水などが流れ込まない楊所を選定する。この

他、場所の選定に当っては、周囲温度の極端な変化（季節、昼夜）などを避け、十分な地耐力

がある場所を選び、搬入、分解点検に必要なスペースを確保すること。 

（２）堆肥材料の水分は 70%以下に調整する。高水分の家畜排せつ物を搬入する場合に

は、水分調整に必要なエリアを確保するとともに、堆肥材料から排汁が出てくるので、排汁

の排水構と貯留槽を設置する。 

（３）堆肥材料の水分が高く堆積高さが 200cm 以上になると、堆肥材料が自重で圧密

し、空気を均一に供給できなくなる可能性があるので、堆積高さは 200cm 程度を限度とする。

200cm を超える場合には、切り返しを数多く行う。 

（４）通気装置の機能が十分に発揮されない場合には、好気的な条件を維持しながら

発酵を促進することが困難になることから、発煙筒を用いて通気状態を適時監視し、不備が

ある場合には通気床の改善を行う。 

（５）隔壁や擁壁を有する堆肥舎では、ショベルローダーが衝突して破損している例

が見られることから、ショベルローダーの移動や旋回に必要な通路幅を確保するとともに、

発酵槽への進入時や退出時には十分注意して操作すること。 

（６）配管取付け時には、接続部を正しく接合し、配管の質量が過大に送風機にかか

らないようにすること。 

 

 

  ３３．．攪攪拌拌方方式式にによよるる堆堆肥肥化化  

 

攪拌方式による堆肥化は、堆肥材料の良好な好気的環境を維持することにより分解・腐熟

させて堆肥化を促進するための装置で、発酵槽および主として堆肥材料を撹拌・混合および

移送する攪拌装置から構成されており、通気装置を有するものと有しないものがある。装置

の構造から開放型施装置と密閉型装置に分類される。 

 

攪拌方式による処理期間は開放型で 15-25 日程度、密閉型で 10-14 日程度（一次処理）と

しているケースが多く、さらに堆肥舎で二次処理が行われるのが一般的である。 

開放型装置の発酵槽の大きさは幅 2.0-20m、深さ 0.3-3.5m、長さ 20-60m 程度で、上面が開

放されている。発酵槽の形状には、直線型、直線部分と旋回部分からなる回行型および円型

に分類される。密閉型装置の発酵槽は円筒容器形状で、大きさは 8-90m3程度である。飼養規

模に合わせて発酵槽の大きさを決定し、大型の畜産農家では複数台の装置を同時に使用して

いる。 

  

    １１））攪攪拌拌装装置置  

開放型装置における専用の攪拌装置には、ロータリー式（図 2-3-1）、スクープ式（図 2-3-

2）、スクリュー式(図 2-3-3)およびクレーン式（図 2-3-4）11）がある。堆肥材料は、発酵槽の
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上部を走行する専用切り返し装置で堆肥材料を 1 日一から二回ほど高い頻度で攪拌・混合す

る場合や、1 週間に一から数回程度の頻度で攪拌・混合する場合があり、少しずつ移送されな

がら堆肥化されるか、あるいは次の発酵エリアヘの移し換えによる切り返しが定期的に行わ

れて堆肥化される。 

  

 

      （（１１））ロローータタリリーー式式撹撹拌拌装装置置  

 水平軸にスパイラル上に取付けられた撹拌爪や撹拌棒、あるいはスパイラル羽根などが回

転と同時に堆肥材料を後方に掻き上げながら切り返しを行う方式である(写真 2-3-1)。切り

返し深さ 0.6-2.5m の発酵槽の他、乾燥を目的とした 0.5m 以下の浅い乾燥ラインにも用いら

れており、切り返し幅は発酵槽全幅となる。堆肥材料の攪拌時に空気が混合されるほか、堆

図 ２－３－１ ロータリー式攪拌装置 

（旧マニュアル p40 図 2-3-2「ロータ

リー式攪拌装置」を転載） 
 

図 ２－３－２ スクープ式攪拌装置 

（旧マニュアル p40 図 2-3-1「スクー

プ式攪拌装置」を転載） 

 
図 ２－３－３ スクリュー式

攪拌装置 

（新規作成） 

 

図 ２－３－４ クレーン式攪拌装置 

（旧マニュアル p40 図 2-3-3「堆肥クレー

ン式切り返し装置」を転載） 
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積高さが高いものについては、施設底部から強

制通気を行い、堆肥材料を好気的環境に保つ。

堆肥材料の撹拌・移送は 1 日に数回行い、処理

期間は 2 週間から 1 ヶ月程度である。直線型堆

肥化装置では、撹拌終了後に撹拌部分が上方に

持ち上がって堆肥材料と接触しないようにし

て後方に移動してスタート地点に戻る。回行型

堆肥化装置では、発酵槽側壁付近の堆肥材料の

撹拌を行うと同時に堆肥材料のかたよりを防

止するために、縦軸のスクリュー羽根が左右の

側壁付近に取付けられたものもある。 

 

      （（２２））ススククーーププ式式撹撹拌拌装装置置  

 チェーンに取り付けられたコンベア状の掻き

上げ板が堆肥材料を斜め上に拾い上げ、堆肥材

料を進行方向の後方に落としながら切り返しを

行う方式で、切り返し深さ 1.0m 以上の発酵槽に

用いられている(写真 2-3-2)。切り返し幅には、

発酵槽全幅を切返す方式と発酵槽の 1/2 幅を切

返す方式がある。堆肥の断面を掻き取るように

切り崩して、掻き上げ板に乗せた堆肥材料を後

方に移送するため、堆肥材料の堆積高さを高く

した場合でも装置にかかる負荷トルクが比較的

小さく、確実に移送できる。攪拌による空気の

混入と強制通気により堆肥材料に空気を供給す

る。スクープ式は、水分蒸散が比較的活発で出

来上がりの堆肥の含水率が低くなる傾向があ

る。切り返し頻度は 1 日に一回程度であり、処

理期間は 2 週間から 1 ヶ月程度である。直線型

堆肥化装置では、切り返し後、掻き上げ装置を

上方に持ち上げ堆肥材料と接触しないようにし

て後方に移動してスタート地点に戻る。 

 

    （（３３））ススククリリュューー式式撹撹拌拌装装置置  

 垂直もしくは傾斜をつけた片持ちのオーガー

スクリューを回転させて攪拌・移送を行う方式

である。オーガースクリューは１本型(写真 2-

3-3)の他、2 本組、4 本組(写真 2-3-4)の型式が

 

写真 ２－３－２ スクープ式攪拌装

置 

(新規作成) 

写真 ２－３－１ ロータリー式攪拌装

置 

(新規作成) 

 

写真 ２－３－３ スクリュー式攪拌

装置(オーガー1 本)  

(新規作成) 
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あり、複数本のオーガーを用いる型式は、反対に

回転する 2 本が対となって作業する。走行用の

レール、オーガースクリュー、走行用レール上を

並行に移動する移動台車、攪拌・移動のためのモ

ータからなる。撹拌による空気の混入と強制通

気を行うが、堆肥材料底部から通気する方式の

ほか、攪拌爪の先端から空気を圧送する方式も

利用されている。また、攪拌爪から通気をする際

に電熱ヒーターにより加温された通気を行うこ

ともできる。堆積高さは、3.5m 程度まで対応可

能であり、直線型、回行型、円型のどれも利用で

きるが、攪拌部分の最小回転半径が小さく、攪拌

時の移送距離が小さいことから、回行型や円型の

堆肥化施設により適した構造である。切り返し幅

は、最大 20m 程度と広く発酵槽の縦横比を柔軟に

設定できるため、既存の堆肥舎の寸法に合わせて

本装置を導入しやすい。 

 

     （（４４））ククレレーーンン式式撹撹拌拌装装置置  

 発酵槽内にある堆肥材料を自動的に掴み、次の

発酵槽に移し換えながら切り返しを行う方式で

ある。クレーン式撹拌装置は、地下式角型サイロ

からのサイレージ取り出し用の機械であるサイ

ロクレーンを基に開発された装置で、発酵槽の隔

壁上に設置されたレール上を走行するレール走

行型クレーンと堆肥発酵層の上部に設置された

高架レールに懸垂されながら走行する懸垂型クレーン（写真 2-3-5）がある。レール走行型ク

レーンは、レール上を走行する本体、堆肥を掴むためのグラブ、グラブを下降、昇降するた

めの油圧装置もしくはホイストおよび開閉する油圧装置から構成されている。また、懸垂型

クレーンは走行クレーンのホイスト、堆肥を掴むグラブ、グラブを開閉する油圧装置および、

グラブの昇降機構などから構成される。近年は、グラブ昇降機構にホイストを採用した懸垂

型クレーンが主流であるが、パンタグラフ式の昇降装置の導入例もある。 

  

    ２２））直直線線型型堆堆肥肥化化装装置置  

 切り返し装置が発酵槽の側壁レールあるいは上部レールを直線状に走行しながら堆肥材料

の攪拌・混合あるいは把持などの切り返しと移送を行いながら堆肥化する装置（写真 2-3-6)

で、発酵槽には、単列式と複列式がある。複数列では、攪拌装置が各列に設置されているも

のと 1 台の攪拌装置で複数の発酵槽の切り返しを行うものがある。一般的には、発酵槽の一

 

写真 ２－３－５ 懸垂型クレーン式

攪拌装置 

（旧マニュアル p41 写真 2-3-1「懸垂

型堆肥クレーン」を差し替え） 

 

写真 ２－３－４ スクリュー式攪拌

装置(オーガー4 本) 

(新規作成) 
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端で台車に乗せ替え他の発酵槽に移動する方式

が多いが、移動台車ごと他の発酵槽に移動する方

式もある。 

 

    ３３))回回行行型型堆堆肥肥化化装装置置  

 発酵槽の形状がトラック状で、攪拌装置が発酵

槽の側壁レールを走行し、直線走行と旋回走行を

繰り返しながら堆肥材料の撹拌・混合および移送

による攪拌を行い堆肥材料を堆肥化する装置（写

真 2-3-7）である。 

 

４４））円円型型堆堆肥肥化化装装置置  

 発酵槽の形状が円形状で、攪拌装置の中心が円

形発酵槽の中心と偏心しており、発酵槽の外周部

に投入された堆肥材料は撹拌・混合とともに発酵

槽の中心部に少しずつ移送しなから堆肥材料を

堆肥化する装置（写真 2-3-8、2-3-9)である。堆

肥化された製品は発酵槽の下部あるいは上部か

ら搬出され、さらに堆肥舎で 2 次処理される。 

 

    ５５））密密閉閉縦縦型型堆堆肥肥化化装装置置  

発酵槽は断熱材で被覆した円筒形の鋼板製容

器を縦に設置した形をしており(写真 2-3-10)、

機種によって外観は多少の相違はあるが、図 2-

3-5 にその概要を示す。円筒形の本体の上部に堆

肥材料の投入口が設けられており、堆肥材料が入

 

写真 ２－３－８ 円型堆肥化装置の

例 

（旧マニュアル p41 写真 2-3-5「円

型堆肥化装置の例」を転載） 

 

写真 ２－３－７ 回行型堆肥化装置

の例 

（旧マニュアル p41 写真 2-3-4「回

行型堆肥化装置の例」を転載） 

 

写真 ２－３－６ 直線型堆肥化装置

の例 

（旧マニュアル p41 写真 2-3-3「直

線型堆肥化装置の例」を転載） 

 

写真 ２－３－９円型堆肥化装置の

例 

（旧マニュアル p41 写真 2-3-6「円

型堆肥化装置の例」を差し替え） 
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ったホッパーが昇降機により持ち上げられ、投入口に達したホッパーから堆肥材料が発酵槽

に投入される。本装置は、投入された堆肥材料は発酵槽内部で含水率が低下した滞留物と混

合されながら発酵が進む連続式の装置である。発酵槽内部には回転する撹拌羽根が設けてあ

り、この撹拌羽根に付設された小穴から通気して発酵を促進させている。この時、高圧送風

機の圧縮効果による加温された空気または、排気と熱交換した温風あるいは電気ヒーターに

より加温された空気を通気すれば、堆肥材料は比較的早く発酵乾燥が進む。また、発酵槽内

部が上下二段に分かれて管理する方式もある。 

 1 次発酵が終了した堆肥の含水率が高い場合、取り出しにかかる攪拌羽根への負荷が大き

くなるため、高水分な堆肥材料を投入する場合は投入量を調整する、あるいは堆肥化の期間

を延長して発酵槽内の堆肥材料の含水率を 65%以下まで落とす必要がある。また、乳牛ふんで

は、副材料として発酵熱量の大きな廃白土を投入する。連続式の堆肥化であるため正確な処

理日数の特定は困難であるが、平均の滞留時間は 10-20 日間としているものが多い。肥料成

分を散逸させたくない場合などはバッチ式で処理して処理期間を数日と短くする場合もある。  

 

    ６６））そそのの他他堆堆肥肥化化装装置置  

（（１１））密密閉閉横横型型堆堆肥肥化化装装置置  

 密閉横型堆肥化装置は、ロータリキルン式

ともよばれ、都市ゴミや家畜ふんの堆肥化処

理用として開発されたものである。断熱材で

被覆された円筒形の鋼板製容器を横方向に、

堆肥材料投入口をやや高く傾斜をつけて回転

用架台に乗せ、駆動用モータで円筒形の発酵

槽をゆっくり回転させる。発酵槽内壁面に撹

拌羽根が取り付けられており、投入された堆

肥材料は回転撹拌されながら排出口へ 5-7 日

間かけて移動し、その間に空気と接触し堆肥

化処理される（写真 2-3-11)。近年では畜産向

 

写真 ２－３－１０ 密閉縦型堆肥化

装置 

（旧マニュアル p42 写真 2-4-1「密

閉縦型堆肥化装置」を差し替え） 

 

図 ２－３－５ 密閉縦型堆肥化装置

の概要 

（旧マニュアル p42 図 2-4-1「密閉

縦型堆肥化装置の概要」を差し替

 

写真 ２－３－１１ 密閉横型堆肥化

装置 

（旧マニュアル p43 写真 2-4-2「密

閉横型堆肥化装置」を転載） 
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けの新規の導入実績はほとんどなく、稼働事例も少なくなっている。 

（（２２））ココのの字字型型堆堆肥肥化化装装置置  

隔壁のない堆肥舎や堆肥盤の構造を利用し、3 方を壁に囲まれた空間に堆肥材料を投入し、堆

肥舎奥側の壁に撹拌装置を懸垂し、壁に沿って走行しながら堆肥材料内部を撹拌・堆肥化す

る装置。主にスクリュー式撹拌装置を用いて堆肥化を行う。既存の堆肥舎の形状に合わせた

設計が容易であり、開口部のどこからでも投入・取り出しが可能である(写真 2-3-12)。攪拌

装置の動作の及ぶ距離は 20m 程度であり、開口方向に装置を支え走行を補助する車輪が取り

付けられている。 

 

    ７７））設設置置・・使使用用上上のの留留意意点点  

（１）堆肥材料に石や鉄片などの異物が混入しないように留意する。 

（２）開放型装置では堆肥材料の水分を 70%以下に調整してから搬入する。密閉型装置

において、堆肥水分が高い場合は投入量を減らす必要がある。高水分な堆肥材料の処理では、

撹拌軸の駆動部に負荷をかけることになり故障が発生しやすくなる。 

（３）冬季など一時的に堆肥材料の温度上昇が不十分な場合には前処理(予備発酵)と

して、3-7 日間の堆積期間を経てから発酵槽に投入することで初期発酵が順調に行われるよ

うになる。 

（４）開放型装置においては、通気装置を設置した場合には、通気床の機能が常に発

揮されていることが大切で、発煙筒を用いて通気状態を適時監視し、不備がある場合には通

気床を改善し機能の修復を図る。 

（５）切り返し専用機は、常に腐食の激しい条件下で使用されるため、保守管理を適

時行う。 

（６）冬期に寒風や降雨が直接当らないよう簡易な建屋等で防ぐ必要がある。 

 

  ４４．．付付属属機機械械・・施施設設  

 

 

写真 ２－３－１２ コの字型堆肥化

装置 

（新規作成） 
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堆肥化を促進させるための前処理、あるいは、堆肥の利便性を高める後処理の付属機械・施

設の種類は多いが、どの機械、装置をとっても石や鉄片などの異物混入は避けなければなら

ない。機械の致命的な破損につながることが多いからである。また、注油など保守点検管理

は欠かすことはできない。 

 

    １１））前前処処理理装装置置  

      （（１１））固固液液分分離離機機  

家畜ふんを堆肥化するには、初期の水分が 60%程度であれば副資材の混合なしに堆肥化す

ることが可能であり、堆肥化にとっては理想的な状態にあるといえるが、搾乳牛のように排

泄直後でも 82-86%と高い水分状態にあるもののほか、一般的には尿が混合され水分が高い状

態になっている場合が多い。また、ふん尿混合方式の畜舎ではふん尿はスラリー状で畜舎か

ら搬出されるため、固形分と水分をある程度分離しないと堆肥化することが困難であり、そ

の分離に固液分離機が使用される。 

固液分離の方法は、大別すると自然分離法と機械的分離法に分けられるが、畜舎から搬出

されたふん尿は後者の機械的に濾過する方法がほとんどで、重カ、圧力、真空、遠心力など

を利用して固液分離を行う。固液分離の方法はそれぞれの畜産農家のふん尿処理方式によっ

て異なる。一般に尿汚水など液状物のなかの粗大固形物は振動飾や傾斜スクリーンなどで分

離し、スラリーや余剰汚泥などの固液分離にはスクリュープレス、ローラープレス、ベルト

スクリーン、遠心脱水機などが使われている。 

固液分離機に求められるのは、固形物の分離割合（回収率）が高く、しかも分離固形物の

水分ができるだけ低いことである。 

 

    ①スクリーン 

特殊な形状をしたウェッジワイヤーと呼

ばれる線材で 0.1-2.0mm 幅の網目のスクリ

ーンで構成されており、傾斜したスクリー

ン上にふん尿を上部からかけ流す方式で主

に粗めの固形物を除去するものである。排

水の浄化処理では前処理として使われるこ

とが多い。構造が簡単で搾る機構がない重

力式の固液分離機である（図 2-4-1)。 

②振動飾 

わずかに傾斜させた濾網（スクリーン）に

振動を与え、上流から尿汚水のような粘性

の低いふん尿を流して濾網の飾で主に粗め

 

図 ２－４－１ スクリーン 

（旧マニュアル p61 図 2-7-1「スク

リーン」を転載） 
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の固形物を除去する（写真 2-4-1)。振動は、

クランク機構による往復または円弧運動、偏

心軸による旋回運動、振動モータとスプリン

グで支持された濾網の共振などによる。 

③スクリュープレス 

スクリューと圧搾板により固液分離を行う

方式で、円筒の一端のホッパーからスクリュ

ーにより原材料を圧入し、途中のケーシング

に設けた濾過部分（スクリーン）で液分を分

離した後、他端から固形物を排出する固液分

離機である（図 2-4-2)。ふん尿を圧搾する機

構としてスクリューのピッチが出ロに向かっ

て細かくなる形式、スクリューの軸径が大き

くなる形式、スクリューの外筒が小さくなる

形式などがある。分離固形物の水分調整は排

出口に設けたウエイトによる圧搾板で行って

いる。供給するふん尿の水分や条件によって

分離固形物の水分や回収量は異なる。敷料や

小石などの混入にこの機種は特に弱く、故障

の原因になりやすい。 

④ローラープレス 

ローラープレスには多くの形式のものがあ

るが、比較的簡単な構造のものは図 2-4-3 に

示すようなスクリーンをドラム状にして回転

させ、その上にふん尿を流しローラーで圧搾

し、液分はドラムスクリーン内に流れ、固形

分はドラムスクリーン外周表面に付着するた

め、ドラムの回転とともにかき落とし板で取

り除く形式である。ローラーの加圧方法はコ

イルバネを利用しているが、空気圧を利用し

ているものもある。他にドラムスクリーンを

2 連にして、2 段圧搾にした形式のものもあ

る。 

⑤ベルトスクリーン 

ベルトスクリーン（図 2-4-4）はスクリーン

にベルト状に成型した織網の布ベルトを使用

しているためローラーの加圧力はそれほど強

くなく、ほとんどローラーの自重（約 70kg)で

 

写真 ２－４－１ 振動篩 

（旧マニュアル p61 写真 2-7-1「振動

篩」を転載） 

 

図 ２－４－２ スクリュープレス 

（旧マニュアル p61 図 2-7-2「スクリュ

ープレス」を転載） 

 
図 ２－４－３ ローラープレス 

（旧マニュアル p61 図 2-7-3「ローラー

プレス」を転載） 
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作用させている。ベルトの網目は他の機種より細かく、高水分のふん尿の固液分離に適して

おり、ふん尿は一般にポンプにより供給されるため供給用ホッパーはない。分離固形物の水

分は 75-85%程度、分離固形物の乾物回収率は 50-60%程度等の性能として利用されているのが

一般的である。 

 

⑥固液分離機の分離特性 

各固液分離器の分離特性については、性能試験などのデータを用いて表 2-4-1 のような調

査結果が示されている。固液分離後の固形分水分は、材料水分が高いほど低下する傾向にあ

り、液分の水分は材料水分が高いほど高くなる傾向にあった。 

 

 

      （（２２））乾乾燥燥装装置置  

家畜ふんの乾燥装置は、太陽エネルギー、風（空気）等の自然エネルギーを利用してふん

 

図 ２－４－４ ベルトスクリーン 

（旧マニュアル p62 図 2-7-4「ベルトスクリーン」を転載） 

 

 

表 ２－４－１ 固液分離機の分離特性 12) 

（旧マニュアル p62 表 2-7-1「固液分離機の分離特性」を転載） 
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尿中の水分を取り除く処理装置である。ビニ

ールなどを用いたプラスチックハウス（以下

ハウス）内に家畜ふんを 10-15cm 程度の厚さ

に広げて堆積し、太陽エネルギーとハウス内

を通り抜ける大量の風とで乾燥を図る装置で

ある（写真 2-4-2)。ハウス内には広げた堆肥

材料を反転・粉砕・搬送するための自動走行可

能な撹拌機が設置されている。撹拌機はロー

タリー式攪拌装置を用いる例が多く、1-2m/分

程度のゆっくりした速度で走行しながら堆肥

材料を撹拌している。この処理方式は広い敷

地面積を必要とするが、火力乾燥法などと比

べて処理経費が少なく、いろいろな畜種

のふんの乾燥装置として広く利用されて

いる。 

乾燥装置の型式は、脱臭装置を付設し

てハウス内の臭気を脱臭する強制換気型

（密閉型）（図 2-4-5)13）と水分の蒸発のみ

を行う自然換気型（開放型）（写真 2-4-2)

がある。現状では、堆肥材料の水分を低下

する目的での前処理施設として排気空気

の臭気が問題となる場合があり、自然換

気型で一次発酵終了後の堆肥の乾燥を目

的とした後処理施設として利用される場

合も多い。 

 自然換気型乾燥装置では、自然のエネルギーを利用するために水分蒸発量は、日射量、温

度、湿度、風量などによって大きく変動する。一般に関東以南の地域の水分蒸発量は、夏期

で 4.5-5.0kg/(m2・日)、冬期で 1.0-1.5kg/(m2・日)である。この乾燥装置では、冬期の乾燥

能力を基準にして堆肥材料を完全に乾燥（水分 20-30%)させようとすると広い面積が必要と

なることから、堆積発酵可能な堆肥材料水分(55%程度）にまで乾燥させる方法が一般的であ

る。なお、自然換気型乾燥ハウスでは自然換気に含まれる水蒸気量（ふん尿から蒸発した水

分）に限界があるため、大量の風がハウス内に流入・排気できるように、ハウスの裾は開放

している。さらに乾燥を促進させるためにハウスの天井に換気扇を設置し天井付近の暖かい

空気を堆肥材料に送風して乾燥を図っている例もある。 

    

      （（３３））混混合合機機  

排泄直後の家畜ふんの水分は、搾乳牛は 80-86%、肉用牛は約 78%、肥育豚は約 72%、採卵鶏

は約 70%であり、いずれも堆肥化を行うための理想的な水分よりは高く、堆肥化を促進させる

 

写真 ２－４－２ 自然換気型乾燥装置 

（旧マニュアル p63 写真 2-7-2「自然換

気型乾燥装置」を転載） 

 

図 ２－４－５ 土壌脱臭装置付乾燥装置 

（旧マニュアル p63 図 2-7-5「土壌脱臭装置付

乾燥装置」を転載） 
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ためには水分の低い通気性の優れた材料である副資材を混合する必要がある。副資材として

オガクズ、モミガラ、戻し堆肥の他、バーク堆肥、コーヒー粕、米ぬか、廃菌床などが使われ

ている。これらの副資材と家畜ふんを均一に混合する機械が混合機である。 

混合機は、特に専用機としているものは少なく、スクリューコンベヤやベルトコンベヤ、

小型のミキサー、飼料撹拌機などを部分的に改造し

て使用している例が多い（写真 2-4-4）。副資材との

混合状態によっては堆肥化の促進状態が変わるので

空隙性を保ちながら均一に混合することが求められ

る。 

加圧混練機も混合機の一種であり、ふんとリター

ン材を高圧で加圧混合し、加圧によって発生する熱

で材料温度の上昇と水分の蒸発を期待している。こ

の方式は、物理的な加温であり堆肥化のための前処

理機であって、好気性微生物による堆肥化を促進さ

せるには混練機を通した後、前述したような堆積あ

るいは撹拌方式による堆肥化を行わなければならな

い。 

  

    ２２））後後処処理理装装置置  

      （（１１））堆堆肥肥成成型型装装置置  

堆肥の成型装置は、堆肥の取り扱い性や貯蔵性を改善するために高圧・高温条件下で圧縮

成型してペレットにするための装置である。堆肥を成型するのに必要な圧縮力は、ダイス（成

型孔）に堆肥が押し込められる際に発生し、高温条件は成型孔と成型材料との摩擦によって

発生する。 

堆肥は、バラの状態では単位容積当りの質量が小さく貯蔵効率が低いため、その取扱い性

や貯蔵性が極めて悪い。このため、袋詰めやバラ詰めでの堆肥の広域流通を図ることは、コ

スト面からも難しい。成型装置を用いて堆肥をペレットにすることは、堆肥の取扱い性や貯

蔵性を改善し、その利用性を拡大する上からも重要である。 

堆肥をペレットに圧縮成型する方式は、多数の孔があけられたダイに材料を押込む構造か

らローラー方式とエキストルーダ方式（写真 2-4-5)に分けられる。また、ローラー方式は、

圧縮成型部の構造からディスクダイ式（写真 2-4-6)とリングダイ式（写真 2-4-7)に分けられ

る。 

堆肥を成型する場合の成型性やペレット製品の耐久性は、成型時における堆肥の水分や副

資材の混合割合によって大きく影響される。したがって、成型材料の水分を成型に適した水

分領域まで乾燥調整する必要がある。成型時における適正な水分は成型機の構造によって異

なり、ローラー式は 20-25%、工クストルーダ式は 30-40%と言われている。一方、成型材料の

水分が低すぎるとダイスに材料が焼き付いて目詰まりが生じる原因になるとともに、成型時

の動力が急激に増大する。したがって、使用する成型機の構造に応じた適正な水分調整を行

 

写真 ２－４－４ 混合機 

（旧マニュアル p64 写真 2-7-3

「混合機」を差し替え） 
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うことが極めて重要である。 

また、成型後のペレット製品の水分が 25%以上ある場合には、貯蔵中あるいは流通過程にお

いてカビが発生し、品質の低下を招くことになるので、カビが発生しない水分領域まで乾燥

処理を行う必要がある。 

 

 

    ①ローラー・ディスクダイ式 

多数のダイスを有する水平に取り付けられたディスクダイとその上を垂直軸の回転ととも

に公転と自転を行う 2-5 個の圧縮用ローラーから構成され、2 対のローラーの回転によって

堆肥が摩砕されながらダイスから押し出されて成型される（図 2-4-6）。 

この方式では、ダイスの孔径によって任意の径のペレットを成型できるが、ディスクダイ

とローラーの摩耗が激しいため、これらを交換する頻度が多い。 

特に、成型材料以外に石や金属などの硬い異物が混入した場合に損耗が大きい。 

②ローラー・リングダイ式 

 

写真 ２－４－５ エキストルーダ方式 

（旧マニュアル p43 写真 2-5-1「エキス

トルーダ方式」を転載） 

 

写真 ２－４－６ ディスクダイ式

(ローラー3 個) 

（旧マニュアル p44 写真 2-5-2

「ディスクダイ式(ローラー3

個)」を転載） 

 

写真 ２－４－７ リングダイ式(ローラ

ー1 個) 

（旧マニュアル p44 写真 2-5-3「リング

ダイ式(ローラー1 個)」を転載） 
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 多数のダイスを有するリングダイとリングの

内側で回転する 2 対の圧縮用ローラーから構成

されており、1-2 個のローラーの公転と自転に

伴って堆肥が摩砕されながらダイスから押し出

されて成型される方式とリングダイの回転とと

もに 2 対のローラーが回転し堆肥が摩砕されな

がらダイスから押し出されて成型される方式な

どがある（図 2-4-7)。 

 これらの方式も、ダイスの孔径を選択するこ

とにより任意の径のペレットを成型できるが、

ディスクダイ式と同様にリングダイとローラー

の摩耗が激しく、石や金属などの硬い異物が混

入した場合に損耗が大きい。 

③エキストルーダ方式 

多数のダイスを有するダイとこれに垂直に取

り付けられた特殊な形状を有する圧縮用スクリ

ューオーガーから構成され、オーガーの回転に

よって堆肥が圧縮・加温されながらダイスから

押し出されて成型される（図 2-4-8)。エキスト

ルーダ式には、圧縮成型工程と成型材料を練り

混ぜる混練り工程が一体的に組み込まれている

一体方式と、押し出し成型機と混練機が連結し

て設置される連結方式がある。混練機は、成型材

料を均ーに練り合わせるために特殊な形状をし

たスクリューオーガーで構成されている。 

 この方式は、成型時の圧力や温度を調整して

製品の硬さや耐久性を調整することが比較的容

易であり、ダイスの孔径や形状を選択すること

により任意の形状や径のペレットを成型するこ

とが可能である。 

④設置・使用上の注意 

ア)成型材料中に石、金属などの異物

が混入していると、成型部分の損耗が激しくな

る。したがって、成型材料中に異物ができるだけ

混入しないようにするとともに、ふるい装置を

設置するなどして異物の除去を行う。 

イ)成型材料の水分や副資材の混入

の程度は、作業能率や成型性に大きく影響する

 

図 ２－４－７ ローラー・リングダ

イ式 

（旧マニュアル p44 図 2-5-2「ロー

ラー・リングダイ式」を転載） 

 

図 ２－４－８ エキストルーダ方式 

（旧マニュアル p45 図 2-5-3「エキ

ストルーダ方式」を転載） 

 

図 ２－４－６ ローラー・ディスク

ダイ式(メーカー・カタログより) 

（旧マニュアル p44 図 2-5-1「ロー

ラー・ディスクダイ式(メーカー・カ

タログより)」を転載） 
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ことから、成型機の特性に応じた適正な水分調整を行う。また、成型後のペレット製品の水

分は、貯蔵中や流通過程でのカビの発生や品質の低下に大きく影響することから、貯蔵上安

全な水分領域まで乾燥する。 

ウ)運転後、成型部分の材料をそのまま放置すると、材料が成型部に焼き付き目詰

まりの原因なる。これを防ぐには、運転の最後に廃油などを混ぜた材料や米ぬかを供給して

成型部の堆肥を押し出す必要がある。 

  

      （（２２））袋袋詰詰めめ装装置置  

製品化された堆肥を広域利用する場合には堆

肥の袋詰めが必要となる。袋詰め機は、通常、計

量しながら一定量の製品堆肥が袋に入ると供給

が止まりシール機へ送られるよう構成されてい

る。1 日の袋詰め量が少ない場合は、計量とシー

ル機の間に人手が入り作業することになるが、袋

詰め量が多くなると計量からシール、搬送、パレ

ット詰め込みまで自動化されたロボットのよう

な自動袋詰め装置まで導入される（写真 2-4-7)。

袋詰め作業は、埃が多く作業環境がよくないこと

や屈む姿勢が多いことなど作業者にとっては肉

体的にもきつい作業であって、人手のいらない作

業ロボットは導入効果が高い。袋詰め量は質量によるものが多く、1 袋 15kg、20kg 入りなど

がある。 

 

      （（３３））運運搬搬車車  

堆肥材料や堆肥の運搬には、専用の運搬車が使われる（写真 2-4-8)。ダンプトラックの荷

台部分を改造し、水分が漏れないようにしたもの、腐食に耐えるよう内壁をステンレス製に

張り替えているもの、堆肥材料の比重が水より軽いため荷台の堆積高さを高くして多くの量

を積載できるようにしたものなどがある。とくに材料ふん尿を公道運搬する際に道路上にふ

ん尿をこぼさないようにすることが重要で、コンテナ車のように密閉化された荷台をトラッ

ク本体から積み下ろしできるタイプのものもある。ダンプカーの改造による運搬車は公道を

トラック並に走行できるのでかなり離れたところまで運搬・輸送が可能であり、散布装置を

積載し、運搬と散布の両方の機能を持ったものもある（写真 2-4-9)。写真 2-4-10 は後輪がキ

ャタピラになっているが公道走行か普通車並に可能で、草地などへも入り堆肥散布が可能な

タイプである。 

 
写真 ２－４－７ 堆肥袋詰め装置

（旧マニュアル p65 写真 2-7-7「堆

肥袋詰め装置」を転載） 
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     （（４４））堆堆肥肥散散布布機機  

①有機物施用機 

マニュアスプレッダに代表される堆肥散布機は、堆肥や比較的水分の少ない生ふん等を圃

場の表面に散布するために使う機械である。構造は、車体、堆肥搭載用の荷台、散布部から

なり、積み込まれた堆肥は荷台底部にあるスラットコンベヤあるいは油圧で徐々に後方に送

られ、散布部のビータで打ちほぐされながら

ビータの遠心力により散布される。 

 
写真 ２－４－８ 堆肥専用運搬車

（旧マニュアル p65 写真 2-7-8「堆

肥専用運搬車」を転載） 

 

写真 ２－４－９ 堆肥運搬・散布車

（旧マニュアル p66 写真 2-7-9「堆

肥運搬・散布車」を転載） 

 
写真 ２－４－１０ 堆肥運搬・散布車(後

輪はキャタピラ) 

（旧マニュアル p66 写真 2-7-10「堆肥運

搬・散布車(後輪はキャタピラ)」を転載） 

 
写真 ２－４－１１ トラクターけん引式マ

ニュアスプレッダ 

（旧マニュアル p66 写真 2-7-11「トラク

タけん引式マニュアスプレッダ」を転載） 
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 トラクター牽引式のもの（写真 2-4-11)が多いが、走行部が軟弱地向きでクローラ式の自走

式運搬兼用型のものもある（写真 2-4-12)。 

散布方式には横軸ビータ方式、縦軸ビータ

方式があり、前者はパドル型またはオーガー

型ビータで後部上方に堆肥を跳ね上げ散布す

るものであるが、上方に跳ね上げるため軽い

材料や粒子の細かいものは風による散布ムラ

を生じやすい。後者は 2 軸または 4 軸のパド

ル型ビータで左右後方に幅広く散布するもの

であり、ビータの一番下にはスピナが取り付

けられて、パドルから落ちこぼれた材料を飛

ばす仕組みになっており、比較的均一に散布

できる。 

②ペレット散布機 

堆肥ペレットの散布機としてブロードキャ

スター（図 2-4-9)を利用している例が多い。 

構造はアジテータ付きの円錐形または角錐形

のホッパーから落下した粒子を羽根車または

揺動散布筒の遠心力で散布するようになって

いる。型式にもよるが散布幅は 4-lOm 程度で

ある。散布量の調節は調節レバーによるシャ

ッター開度、散布幅、車速および重複散布に

より調節する。 

近年では、堆肥と普通肥料を混合した混合

堆肥複合肥料において、径の小さな粒状に成

型でき、水稲の側状施肥機で散布できるもの

もある 14)。 

③条施用（局所施用）機 

一般に堆肥散布機は幅広く全面散布方式が主であるか、本施用機は堆肥を条施用する機械

で、茶園への追肥やたばこ耕作前および野菜植え付け前の基肥条散布に使用される。歩行型

トラクター装着式、自走式および乗用トラクター直装式があり、走行部ホッパー部、堆肥繰

り出し部からなる。走行しながら覆土もできるものや化学肥料を同時に施用することも可能

なものもある。 

 

    

 

写真 ２－４－１２ 自走式マニュアスプレ

ッダ 

（旧マニュアル p66 写真 2-7-12「自走式

マニュアスプレッダ」を転載） 

 

図 ２－４－９ 羽根車式ブロードキャスタ

ー 

（旧マニュアル p67 図 2-7-7「羽根車式ブ

ロードキャスター」を転載） 
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第第３３章章  施施設設規規模模のの算算定定    ※※第第３３章章のの図図表表番番号号はは旧旧ママニニュュアアルルのの図図表表番番号号とと同同じじ  

  １１．．規規模模算算定定にに当当たたっっててのの留留意意点点 

 

第 1 章で述べた堆肥化の仕組と条件，堆肥化を促進する具体的な方法，腐熟などについて十分理

解し， 堆肥化施設の選定に当っては第 2 章で述べた施設と機械の構造，性能，使用条件などにつ

いて事前の検討を行うことが必要である。 

また，堆肥化処理は夏期と冬期ではその処理規模算定に当っては最も処理能力が低下する冬期間を

前提とする。 従って，後述の設計計算例では温暖地域の冬期での堆肥化処理を前提とし，地域差に

ついては余裕率(地域係数)で補正した。 

  

ア. 処理条件の検討に当っては，搬入される畜ふんの性状，特に水分量，堆肥の生産及び利用計画， 

副資材(水分調整材)入手の難易と価格，立地・気象条件などについて事前に十分な調査・検討が

必 要である。  

イ. 副資材（特にオガクズ）の入手が価格の高騰とともに困難になっており，その際には発酵の終

了した堆肥(戻し堆肥)を再び水分調整材として利用するが，少なくとも戻し堆肥ができるまで

の期間（処理方式によって異なるが1-3ヵ月程度）は副資材を必要とするので，この間の必要量

の確保を忘れてはならない。 

ウ. 副資材として戻し堆肥を利用する場合，処理能力が低下する冬期間ではその水分が高くなり， 

必要となる戻し堆肥量が大幅に増加する。その対策としては，①オガクズ等の別の副資材の確保、 

②温暖地域ではハウス乾燥装置による戻し堆肥の乾燥(水分の低減)，③通気型堆肥舎と同構造

の乾燥舎での常温通風又は温風通風による戻し堆肥の乾燥，④処理能力が向上する夏期等の期

間内で生産された水分の低い堆肥等を一部保管・確保するなどの方策がある。  

工. 排泄された畜ふんは堆肥化施設に搬入されるまでの間に，尿や余剰水（給水器のこぼれ水や雨

水，雑用水など）の混入，畜舎内での予備乾燥（天井ファン），敷料の混入や畜舎内床上での堆

積中の発酵などにより，ふん中の水分量及び乾物量は変化することに留意すべきである  

オ. 堆肥の水分と生産量（歩留り）とは表裏一体の関係にある。堆肥の水分を低くするためには乾

物（有機物）の総分解率を高くして水分蒸発量を多くしなければならないので，堆肥の生産量が

少なくなる。従って，堆肥の水分を低くすることは必ずしも得策ではなく，通常の場合堆肥製品

の水分50〜60%程度を目標とすることが生産コストなどの面からみて有利である。なお，堆肥の

生産量は次の式によって求められる。  

 
堆肥の生産量より歩留り（%）を求め， 堆肥の水分と歩留りとの関係を図４-１に示した。原料の

水分（乾物量）及び総乾物分解率と堆肥の水分との関係でみると，原料の水分を 68%に調整した場

合（乾物率 32%）は，堆肥の水分が 60%では製品歩留り 50-65%程度であるが，50%では 40-50%に減

少する。また，畜ふんのみで水分が 80%以上(乾物率 20%以下)の場合（戻し堆肥を添加した場合も

同じ）には，60%の水分では製品の歩留りが30%以下に低下する。 

 

本マニュアルでは旧マニュアルと同様に，堆肥舎の場合を除き、原則として 1 次処理を行い、そ
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の後に２次処理（堆肥舎）を行う堆肥化処理方式を取っている。そのため，処理日数の目安は，１

次処理，２次処理，全期間とに分けてそれぞれ範囲で示しており，作物などに障害を与えない程度

まで処理するという腐熟の目標を満たす日数としている。本マニュアルではこの考え方に沿って以

後の「第4項 堆肥化施設の設計計算例」においては規模算定の例を示している。 

しかし，1次処理後の材料は，大部分の易分解性有機物は分解されいるが，若干未分解性のものも

残されていることを理解した上で利用すること，例えば自家利用する場合や施設野菜を除いた一 

般作物には利用可能と思われる。この様な場合では，2 次処理施設規模の縮小が図られ，施設費の

低コスト化が可能となるので，１次処理後の材料の全量は無理としても，その一部でも利用する又

は利用してもらう方策を検討する必要がある。なお，１次処理で戻し堆肥利用の場合には，必要と

なる戻し堆肥量確保のため，２次処理へ移行すべき量は決定されることに留意する必要がある。  

 

 

  ２２．．規規模模算算定定にに必必要要なな基基礎礎数数値値  

 

 規模算定に当たっては、それに関与する要因を数値化して用いることになるが，これらの基礎資

料が乏しいため，現状においては推定値を用いざるを得ない。 

従って，以下に示す基礎数値をそのまま機械的に使用せずに，処理条件や地域性(立地・気象 条
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件)などを勘案して，それぞれの条件に適した数値を使用することが望ましい。 

 

    １１））ふふんん尿尿のの排排泄泄量量とと処処理理量量  

＜ふん尿等の原単位については、汚水浄化専門部会の編集作業を踏まえて最新データに差し替え

予定＞ 

 

      （（１１））排排泄泄量量（（１１日日１１頭頭羽羽当当りり））  

ア. 排泄量の原単位に関して，日本飼養標準に基づき行う計算プログラムに，比較的標準と考えら

れる飼養条件を適用して求めたのが表４-１である。なお，本数値は排泄直後のものである。 

イ. ふん尿の生重量については，家畜の飲水量の違いや排泄後の蒸発量の違い等によって値が大き

く変動する。従って，明確な数値を示すのは困難であるが，比較的妥当と思われる数値を表４-

２に 示す。  

ウ. ふんの水分が大きく異なる場合は，この表に示した乾物量に変動がないものとして、ふん重量

を計算する。  

工. 搾乳牛の排泄量は，生乳生産量の違いによって大きく変動する。  

オ. 採卵鶏での水分70%は低床式鶏舎，60%は高床式鶏舎の場合を想定している。  

カ. プロイラーでの水分40%については，床暖房式のウィンドレス鶏舎の場合を想定している。  
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      （（２２））処処理理量量((生生ふふんん量量))    

ア. 堆肥化施設の規模を算定する場合は，排泄量ではなく施設に搬入される量（処理量）を基礎に

する。なお，敷料を使用している場合はこれを加えた値を用いる。 

イ. 処理量は実測して把握することが最も望ましいが，生ふん の水分(実測)等より推定する。ま

た，標準的な飼養形態での処理対象ふん量（生ふん量）の目安を表４-３-７に示す。  

なお，表４-２に示した乾物量は変らないものとして，その水分（%）によって生ふん量を求め

る 場合は次式による。 

 

ウ. 畜舎内で排泄されたふん量は，堆肥化施設に搬入されるまでの間に，予備乾燥，尿，飲水器の

コボレ水や雨水などの余剰水の混入により，ふん量及び水分は変化する(表４-８〜９, 図４-

２)。   
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    ２２））副副資資材材のの水水分分とと添添加加量量  

 

生ふんに物性改良材（水分調整と通気性向上)の目的で添加する主な副資材は，オガクズ，モミガ

ラ，戻し堆肥，無気質系資材などであり，その性状等については第１章の表１-３-２〜６などを参

照する。 

  

ア. 副資材の水分が高いと添加する量が多くなり（処理経費の増加），また，堆肥化に必要とする

容積，面積も増加するので，なるべく水分の少ない資材の添加が望ましい(表４-８〜２０, 図４

-２〜１３参照)。 

なお，副資材の添加量は次式により求める。  

 

また，特に戻し堆肥を使用する場合には 50%以下にするための乾燥処理などの検討が必要であ

る。  

イ. 副資材の形状は水分調整（吸水性）の面からみると粒径の小さなことが望ましく，通気性の面

からは粒径の大きなものが有効であるものの，その大きさには限度がある。  

ウ. 副資材の平均的な水分は次の通りである。 

a. オガクズ: 20〜30% 

b. モミガラ: 15〜25%（加水粉砕モミガラは20%以上） 

c. 無機質資材: 1〜15%  

d. 戻し堆肥: 50%以下（通風又はハウス乾燥処理などが必要） 
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    ３３））容容積積重重  

 

副資材を添加して水分調整した堆肥原料（新鮮ふんの投入時）の容積重については，千葉県畜産セ

ンターの試験成績より作成した表４-２１に示す数値を用いる。なお，容積800kg/m3以上及び400kg/ 

m3以下の場合はデータが不足しており，暫定的に800kg/m3及び400kg/m3を用いることとする。 

 

＜容積重については、次年度以降収集する最新データを元に検討予定＞ 

 

ア. 本表は豚，鶏を対象としたものであるが，乳牛や肉用牛の場合では，一部小規模な試験データ

は散見されるものの、本表のように系統的な測定データがない。本数値は直接規模算定に大きく

影響するため、旧マニュアルとの整合性に配慮し、当面は本表の数値を用いることとする。 

イ. 粉砕モミガラを用いた場合の容積重は，未粉砕モミガラの場合よりも高くなるものと推定され

るが，試験データがないので，オガクズ添加時の値を便宜上用いる。 

ウ. 搾乳牛での半乾燥ふん及び固液分離ふんの容積重については、図４-１４、表４-２２の数値を

用いる。 

エ . 発酵終了時の容積重については，表４-２１, 図４-１４などから得られた該当水分の容積重

の値を用いる。  

〔例〕オガクズ添加，堆積高さ200cm, 肥育豚 の場合  

a. 処理前の水分70%の場合の容積重:800kg/m3 

b. 処理後の水分60%の場合の容積重:610kg/m3  

オ. 堆肥化処理施設に搬入された副資材未添加の新鮮な生ふんの容積重は900〜1,000kg/m3程度，

さらに長期間堆積した古いふんの場合は1,000kg/m3以上である。  
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    ４４））処処理理条条件件  

 

堆肥化施設の処理条件の設定に当っては，第１章などに示した基本的な考え方と手順及び規模算

定に用いる基礎数値を熟読・理解したうえで，処理方式と地域の条件に最も適した処理条件を設定

しなければならない（表４-２３〜２５参照）。  

以下に，標準的な処理条件を示すが，これらの条件は相互に関連する数値であることに留意する

必要がある。 
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      （（１１））堆堆肥肥原原料料のの水水分分調調整整  

ア. 水分調整は堆肥原料に通気性を付与し，好気的発酵を促進するために重要であり，調整目標水

分は原則として68%以下。なお，表４-２４には畜種別，副資材別にその目安を示す。  

イ. 水分調整の際に，戻し堆肥を利用する場合，処理後の材料水分が当初予定の水分まで乾燥しな

い場合，下記の方法でその乾燥を図る。 

①ハウス乾燥装置（温暖地域以外では冬期においてはその乾燥能力は全く無くなることに留意

する。)  

②乾燥舎(通気型堆肥舎と同構造で，材料堆積高さは1m程度とする。)  

a. 常温通風と温風通風の両者を可とする。  

b. 通風量：0.5〜1.0m3/分・m3前後 

③前記２方式を組合わせる。 
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改定理由 

 密閉横型発酵槽については近年の導入事例が確認できないことから、旧マニュアルに記載

のあった密閉・横型発酵槽の調整目標水分を削除することとした。 

 

 

      （（２２））堆堆肥肥（（製製品品））水水分分のの目目安安  

ア. 堆肥（製品）の水分は低〈することは望ましい反面，副資材や燃料等の運転経費高となりやす

い。目標とする水分の目安は次の通りである。  

a. 密閉縦型堆肥化装置:35%以下  

b. a.以外の堆肥化施設: 40〜70%（流通・市販の場合は60%以下） 

 

改定理由 

 旧マニュアルでは、密閉型発酵槽の場合 55%以下を目安としていたが、密閉縦型堆肥化装

置では堆肥水分が 35%を超える場合に発酵槽の堆肥排出口が閉塞するブリッジ現象が発生し

やすいため、この場合の堆肥（製品）水分の目安を35%以下とする。 

 

      （（３３））切切返返しし又又はは撹撹拌拌回回数数  

ア. 良好な発酵状態を維持するとともに，材料の粉砕・混合による品質の均一化を図るために、切

替し又は攪拌は重要な操作である。その目安は次の通りである。  

a. 堆肥舎：月１回以上。なお、堆積初期は10〜20日に１回程度が望ましい。 

b. 開放型発酵槽:１〜２回/日程度  

c. 密閉縦型堆肥化装置：20〜40回/時程度 

 

＜密閉縦型堆肥化装置の攪拌回数の目安を「回転/時」等のより具体的な標記方法を検討中＞ 

 

イ. 冬期での開放型発酵槽における過度の撹拌操作は、放熱などにより発酵を抑制することがあり、

注意する必要がある。 

 

      （（４４））通通気気量量    

ア. 堆積材料中への酸素供給による好気発酵促進や、材料から蒸発した水分の持出しなどにより，

腐熟促進による高品質化や、処理期間の短縮（施設面積の減少)などの効果が期待される。通気

量の目安は次の通りである。  

a. 通気型堆肥舎及び開放型発酵槽：0.05m3/分・m3堆積材料以上 

なお，堆積高さ1m以上の場合は0.1 m3/分・m3堆積材料前後以上とし，発酵材料温度が60〜70℃以

上  

になった場合は間欠通気でもよい。  

b. 密閉縦型堆肥化装置：1〜2m3/分・m3堆積材料程度  

イ. 通気操作の前提として，堆積原材料の通気性が良好な状態になるように水分調整等を適正に行

う必要がある。その結果，必要とする送風機は静圧500mm水柱以上のリングブロアではなく，静

圧200mm水柱程度のターボファンで十分であり，電気代等の運転経費の削減を期待できる。 
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＜密閉縦型堆肥化装置の通気量の目安および送風機の機種選定については、実態に即して改訂する

ことを検討中＞ 

 

      （（５５））処処理理日日数数のの目目安安（（表表４４--２２６６,,  ２２７７参参照照))  

ア. 処理日数については，上述の処理条件（１）〜（４）を順守することを前提として，次の事項

を基本に日数を設定した。  

a. 腐熟の目標は、作物などに障害を与えない程度にまで処理することとする。  

b. 施設野菜のように特に完熟堆肥を必要とする場合は，さらに堆肥の利用者が処理（後熟）するこ

とも併せて検討する必要がある。  

 

    ５５））総総乾乾物物分分解解率率とと分分解解発発熱熱量量((表表４４--２２６６,,２２７７参参照照))  

  

表４-２６,２７に示した目安は前項の処理条件を前提としたものであり，処理条件が異なる場合

にはこれを修正して適用する。なお，無通気型堆肥舎以外の処理では１次処理は通気型堆肥舎又は

発酵槽，２次処理は１次処理終了後堆肥舎で堆積発酵処理する。 

  

ア. 畜種により乾物（有機物）の分解速度と分解発熱量に差があるが，計算の簡略化のため、畜種

によらず統一値を目安として採用し，また、副資材についても同様の扱いとした。なお，総乾物

分解率については処理方式別に設定している。  

イ. 戻し堆肥及び無機質系副資材は分解しないものとする（分解発熱量0kcal）。  

ウ. １次処理及び２次処理での総乾物分解率及び処理日数については，相互に若干の融通を行い計

算することは可であるが，全期間における総乾物分解率及び処理日数は表に示す範囲内で計算

する。  

工. 採卵鶏及びブロイラーの場合は，総乾物分解率は表中の範囲で示す値の下限値を採用するが，

処理日数は通常値などを用いる。なお，この場合のみ総乾物分解率と処理日数とは連動しない。 

オ. 総乾物分解率と処理日数では、それぞれの範囲で目安を例示しているが，施設規模等を多少の

余裕を持って設計する場合は上限値，また余裕を見込まないで設計する場合は下限値を採用す

る。なお，全期間では，処理日数においては通常は範囲内の中間値，総乾物分解率においては範

囲で示した(  )の先に例記した数値（通常値）を用いる。  

 

＜密閉縦型堆肥化装置の目安については、実態に即して改訂することを検討中＞ 
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    ６６））水水分分11kkgg当当りりのの蒸蒸発発熱熱量量  

 

水分 1kg 当りの必要蒸発熱量は理論上は 600kcal 程度であるが，壁面及び撹拌時の熱損失や通気

空気が持出す熱エネルギーなどを考慮した場合の必要蒸発熱量は冬期で 800〜1,000kcal/kg 水程度

と考えられ，下記の数値を用いる。  

 

ア. 密閉縦型堆肥化装置：  

a. 800kcal/kg 水。但し、排気煙道での熱交換等により温風を通気する場合は700kcal/kg 水程度

とする。  

b. 灯油等の化石燃料を使用する場合は燃料1L当り水10kg、また、電気ヒータでは1kWのヒー

タを 1 時間使用すると 1kWh の消費電力量となるが、その 1kWh 当り水 1kg が蒸発するものとす

る。  
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イ. ア.以外の堆肥化施設：900kacl/kg 水。発酵槽を地中埋設するなどの断熱保温性の優れた施

設では，前記数値から50kcal/kg 水程度を減じた数値（850kcal kg 水）を使用することもできる。 

ウ. なお、堆肥化処理能力が向上する春から夏、秋にかけてでは、前記数値から50〜100kcal/kg 水

減じた数値（850〜800kcal/kg 水）程度と想定される。 

 

    ７７））余余裕裕率率（（安安全全係係数数））  

 

 規模の算定に当たっては排泄されるふん中の水分の変動及び立地・気象条件などを考慮して次の

余裕率を用いる。なお，地域区分については図４-１５を参照する。  

 

ア. ふん中の水分の変動（全国共通）：10％ 

イ. 地域係数（表４-２８参照） 

a. 温暖地域：0% 

b. 中間地域：10% 

c. 寒冷・積雪地域：20% 

＊密閉縦型発酵槽を除く 

 

＜前マニュアルでは密閉型発酵槽には地域係数が設定されなかったが、寒冷・積雪地域における冬

期の発酵状況について、密閉縦型堆肥化装置の現状に即した地域係数を設定することを検討中＞ 

 

ウ. 余裕率の計算例を表４-２９に示す。 

工. その他の変動要因の一つである飼育頭数については最大飼育頭数を前提とする。 
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    ８８））そそのの他他    

      （（１１））天天日日乾乾燥燥  

 

堆肥化施設の前処理（予備乾燥）の一つとしてハウス乾燥装置が利用されており，冬期での乾燥能

力が無くなる中間地域や寒冷・積雪地域を除いた関東以南の温暖地域での利用が可能である。この

場合のハウス乾燥施設の規模算定方法を表４-３０に参考として示す。  

 

ア. 太陽熱利用のハウス乾燥装置は関東以南の温暖地域で広く利用されており，その冬期における

水分蒸発能力は1.0〜1.5kg/m2（ハウス乾燥床面積）・日程度とされている。  

なお，関東以北の寒冷・積雪地域などに設置されたハウスでは，冬期間は利用せずに，春から

秋の利用可能な時期のみ活用する形態（表４-３１）としている。  

イ. 堆肥化施設も同様なことが言え，冬期では関東以南の温暖地域においてのみ太陽熱利用が可能

と言えるが，その他の地域ではハウス乾燥の場合と同様に不可である。最初に述べたように，本

マニュアルはその処理能力が一番低下する冬期を対象として設計するため，冬期における本太

陽熱の利用は温暖地域以外の地域ではあり得ない。  
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ウ. 一般にハウス乾燥装置では，年間1〜5kg/m2（ハウス乾燥床面積）・日程度の乾燥性能と言われ

ており，その平均値の3kg/m3・日で乾燥施設の規模設計を行う例が多々あるが，処理能力が冬期

に設計値を下回ることに留意しなければならない。 

 なお，このことは関東以南の温暖地域での場合であり，それ以外の寒冷・積雪地域などでは冬

期間の乾燥能力は期待できない。  

工. 中央気象台が昭和２６年に測定した地域別の蒸発量は，①小さな蒸発皿を利用して測定してい

るため，ハウス乾燥や堆肥化施設のように広い面積の場合と比べて，高い蒸発能力を示している

こと，②北海道の冬期でも平均1.27（0.6-1.8）kg/m2・日の蒸発量としているが，蒸発皿の水が

凍結しない日の蒸発量を測定しており，凍結した日は測定不能としているため、高い値を示して

いる(表４-３２)。  

オ. ハウス乾燥施設や堆肥化施設では，発酵槽内などの材料が夜間に凍結してしまうと，翌日太陽

熱が利用可能になっても，水に融解するエネルギーに利用され，水分蒸発にまで至らないのが現

状である。  

カ. 太陽熱利用型の建屋は，全国とどこでも春から秋にかけては利用可能であるが，冬期には寒冷・

積雪地域などでは，その建屋は外気の冷たい風等による冷却容易な施設となり，建屋内で発生し

た堆肥化処理時の乾物分解の熱エネルギーは建屋外へ容易に放出され，材料温度の低下により

堆肥化処理の進行が遅れたり、停止する状態となっている。  

キ. 寒冷・積雪地域などでは，冬期に堆肥化処理を順調に行わせためには，発酵槽等を地中埋設型

として断熱・保温し，かつスレート葺きの建屋等で覆って直接冷たい外気に発酵槽などがさらさ

せないよう保温することが肝要である。なお，この様な施設では夏場の太陽熱利用はできないが，

冬期での処理能力で施設設計を行えば，その状態で夏期には十分な処理能力を有することにな

る。 

ク. また，関東以南の温暖地域でも，太陽熱利用のハウス内に設けた発酵槽において，順調に堆肥

化が進行する場合，堆肥表面から多量の水蒸気が発生するため，堆肥表面近傍の空気は，飽和水

蒸気状態（白煙のようになる）となり，堆肥表面から大気への堆肥水分の蒸発速度が著しく低下

することを勘案し，本マニュアルでは前記ア.項で述べた最低の乾燥能力の1/5（0.2kg/m2・日）

程度を見込んだ。 

ケ. なお，ハウス等の建屋内の風通しを良好とするならば，前記ア.で示したハウス乾燥装置での

乾燥能力と同等（1.Okg/m2・日)程度としてもよいが，温暖地域でも豚や鶏の場合のように，臭

気拡散防 止のために冬期間でもハウス等の建屋を締め切って利用する例が多々あり，その場合

には0.2kg/m2・日程度の蒸発能力とするのが無難である。  

ケ. なお，堆肥化処理方式のうちの毎日撹拌機等で切返す開放型堆肥化装覆の場合に，この天日乾

燥能力を加算して規模算定できる。 

 

＜堆肥化処理における天日乾燥能力については、その妥当性を検討中＞ 
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  ３３．．必必要要容容積積及及びび面面積積のの求求めめ方方  

 

畜ふんや副資材などの乾物（有機物）分解（減少）によって発生する熱エネルギーにより，材料中

の水分が蒸発して減少するという原理に基づき計算を行う。堆肥化処理に必要とする容積と面積は

次式により求める。 
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なお，オガクズ等の乾物分解する材料を副資材とした場合では，式中の総乾物分解率は畜ふんと

副資材の両者の総乾物分解量を合算して換算した値となる。 

 

 

 但し、処理過程で材料の堆積高さが順次低くなる堆肥舎、通気型堆肥舎及び開放・直線型堆肥化

装置などの場合は処理前の重量及び容積重のみで計算する。 

 

 

 なお、余裕率は表４−２８、２９参照のこと。 

 

    １１１１））そそのの他他：：  

a. 堆肥化施設（開放型発酵槽）での冬期間における天日乾燥能力が期待できるのは，関東以南

の 温暖地域に限定され，その乾燥能力も最大で1.0〜1.5kg/m2（ハウス乾燥床面積）・日程度

であり， 通常はその1/5程度と見込むのが無難である。 

b. 天日乾燥処理を併用（前処理，後処理）する場合の天日乾燥施設の必要面積の求め方などに
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つ いては前項２-８）を参照する。 
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  ４４．．堆堆肥肥化化施施設設のの設設計計計計算算例例  

 

 規模算定に必要とする基礎数値を用いた試算例を以下に示した。なお，豚では肥育豚換算 2,000

頭規模，採卵鶏では35,000羽規模の処理対象ふん量4,200kg/日（水分75%）,ブロイラーでは年間

出荷羽数390万羽規模の処理対象ふん量2,140kg/日（水分30%）,搾乳牛では経産牛116頭 と育成

牛 12 頭規模の処理対象ふん量 5,052kg/日（水分 86%）,肥育牛では 200 頭規模の処理対象ふん量

4,000kg/日（水分81%）とした。 

 

    １１））豚豚ふふんん，，鶏鶏ふふんんのの場場合合  

      （（１１））堆堆肥肥舎舎 

A. オガクズ添加 

ア. 肥育豚換算2,000頭規模の豚ふんを対象とする。 

処理対象ふん量は、2.1kg/頭・日×2,000頭＝4,200kg/日（水分75%） 

 
B. 戻し堆肥添加 

ア. 採卵鶏の成鶏換算35,000羽，低床式(週１回除ふん)を対象とする。処理対象ふん量は、120g/

羽・日×35,000羽＝4,200kg/日(水分75%) 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】 

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-３９参照 

故に， 

960kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒107m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風（温風発生機:ジェットヒーター等）を通気し，10日間

程度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均 風速：1Om/秒程度）とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給す

る方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

4,11Okg/日×10日間÷620kg/m2÷1.0m≒66m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので，

960kg÷10kg/L≒96L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は，（96L÷10日間÷24時間）×1O日間≒4L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 
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②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせ行うことも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-４０参照 

故に， 

860kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒96m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域， 寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

7,160kg/日×1O日間÷660kg/m3÷1.0m≒108m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

860kg÷10kg/L≒86Lとなり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(86L÷10日間÷24時間)×10日間≒3.6L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

― 97 ―― 96 ―



- 98 - 

 

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 
 

      （（２２））通通気気型型堆堆肥肥舎舎  

A. オガクズ添加 

ア. 肥育豚換算2,000頭規模の豚ふんを対象とする。処理対象ふん量は， 

2.1kg/頭・日×2,000頭=4,200kg/日（水分75%） 
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B. 戻し堆肥添加 

ア. 採卵鶏の成鶏換算35,000羽、低床式（週１回除ふん）を対象とする。処理対象ふん量は、 

120g/羽・日×35,000羽＝4,200kg/日（水分75%） 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】 

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-４７参照 

870kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒97m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する
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方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

4,020kg/日×1O日間÷610kg/m3÷1.0m≒66m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

870kg÷10kg/L≒87L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(87L÷10日間÷24時間)×10日間≒3.6L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 
 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-４８参照 

故に， 

700kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒78m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域， 寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

― 108 ―



- 109 - 

 

7,000kg/日×1O日間÷640kg/m3÷1.0m≒109m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

700kg÷10kg/L≒70Lとなり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(70L÷10日間÷24時間)×10日間≒2.9L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

 

      （（３３））開開放放・・直直線線又又はは円円型型堆堆肥肥化化装装置置  

A. オガクズ添加 

ア. 肥育豚換算2,000頭規模の豚ふんを対象とする。処理対象ふん量は， 

2.1kg/頭・日×2,000頭＝4,200kg/日（水分75%） 
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a. 天日乾燥能力を加算しない場合（温暖，中間，寒冷・積雪地域の三地域対象) 
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b. 天日乾燥能力（0.2kg/m2・日）を加算する場合 
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B. オガクズ等敷料混合 

ア. 年間出荷羽数：39万羽（≒1,070羽/日×365日/年）規模のブロイラーを対象とし，毎日1,070 

羽規模相当分のオガクズ等敷料混合ふんを堆肥化処理するものとしてその規模を算出する。なお， 

オガクズ等敷料はふん量の30%とする。処理対象ふん量は 

1,070羽/日×2.Okg/羽＝2,140kg/日（水分35%） 

である。 

なお，実際のブロイラー生産現場では，オールアウト時に大景の原料が一時に排出されるが，その

全量を一度に堆肥化処理できる施設規模等を試算すると過大なものとなるため，排出された原料を

一時貯留する堆積場を確保し，そして毎日徐々に堆肥化処理する方式を採用する。 

ィ. 堆肥化を順調に進めるために，水を原料に添加して水分調整を行う。 
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a. 天日乾燥能力を加算しない場合（温暖、中間、寒冷・積雪地域の三地域対象） 

― 117 ―― 116 ―



- 118 - 

 

 

 

― 118 ―



- 119 - 

 

 

― 119 ―― 122 ―



- 120 - 

 

 
 

b. 天日乾燥能力（0.2kg/m2・日）を加算する場合 

 前項①オガクズ添加の場合の表４-５２及びその試算例に準じて計算するが、前項での計算例と

同様に天日乾燥能力の加算量が少なく、その規模算出結果にはほとんど影響しない。 

 

c. 戻し堆肥添加  

ア. 採卵鶏の成鶏換算35,000羽，低床式(週1回除ふん)を対象とする。 

処理対象ふん量は，120g/羽・日×35,000羽＝4,200kg/日（水分75%） 
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a. 天日乾燥能力を加算しない場合（温暖、中間、寒冷・積雪地域の三地域対象） 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】 

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-５９参照 

故に， 

790kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒88m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 
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冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

3,940kg/日×1O日間÷600kg/m3÷1.0m≒66m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

790kg÷10kg/L≒79L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(79L÷10日間÷24時間)×10日間≒3.3L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-６０参照 

故に， 

700kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒78m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6 m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程
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度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

7,000kg/日×1O日間÷640kg/m3÷1.0m≒109m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

700kg÷10kg/L≒70Lとなり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(70L÷10日間÷24時間)×10日間≒2.9L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 
 

b. 天日乾燥能力（0.2kg/m2・日)を加算する場合 

前項①オガクズ添加の場合の表４-５２及びその試算例に準じて計算するが，前項での試算例と同

様に天日乾燥能力の加算量が少なく，その規模算出結果にはほとんど影響しない。 

【別法による戻し堆肥の水分調整例】 

中間・寒冷地域でも夏期を中心にしてハウスの蒸発量が 3kg/m2・日以上になることを利用して，

貯蔵していた夏期の乾燥堆肥を冬期の戻し堆肥として利用する方法を表４-１０２の〔開放・直線

型堆肥化装置＋堆肥舎，水分40%戻し堆肥添加〕の設計例を使用して計算した。 

 

１. ２次処理終了堆肥：表４-１０２より 

7,498kg（水分61%） 

乾物量 2,943kg 
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水分量 4,555kg 

２. 生産堆肥量：戻し堆肥の水分を40%に設定している。 

2,943kg÷（1-0.4）＝4,905kg/日 

３. 必要水蒸発量: 7498kg-4,905kg＝2,593kg/日 

４. 必要乾燥床長さ：乾燥床からの蒸発量を3kg/m2・日とし，撹拌機幅を6mとする。 

2,593kg÷3kg÷6m≒144m 

５. 冬期必要乾燥堆肥量の半量：冬期３ヵ月は戻し堆肥の50%量を，貯蔵していた夏期の乾燥堆肥

でまかなう。貯蔵乾燥堆肥の容積重を400kg/m3とする。 

4,180kg×O.5÷400kg/m3×30日×3ヵ月≒470m3  

６．乾燥堆肥貯蔵庫面積：堆積高を2mとする。 

470m3÷2ｍ＝235m2 

注１）上記計算に示す冬期とは蒸発量が 3kg/ m2・日以下の期間を意味する。冬期対策が必要な期 

間は地域によって1〜5ヵ月の幅があるため地域に合った期間を設定する。 

注２）冬期が長い場合，尿混入の高水分ふん(多量の戻し堆肥量)の場合は夏期貯蔵堆肥が不足する

ため，不足分はモミ殻・オガ屑等で補うか乾燥舎 (温風利用) で材料の乾燥を図る必要がある。 

 

      （（４４））開開放放・・回回行行型型（（エエンンドドレレスス型型））堆堆肥肥化化装装置置  

本装置の利用法としては，①発酵槽内の材料を戻し堆肥として利用し，槽内に広く畜ふん等の原

材料を表面散布し，そして槽内の撹拌機で撹拌・混合する方式と，②発酵槽外で槽内材料とは別の

戻し堆肥等の資材で畜ふん等の原材料を水分調整し，発酵槽の一端から槽内に投入して敷設の撹拌

機で他端へ搬送する間に堆肥化を図る方式とがある。ここでは，①での利用法に基づく場合の規模

算定例を示すが，②の利用法の場合では，開放・直線型発酵槽などと同様な規模算定方式となる。 

 

A. 戻し堆肥添加  

ア. 回行型(エンドレス型)発酵槽においては長期間発酵処理させている例が多いが，ここでは計 

算の都合上堆肥生産の目的で処理期間を25日程度とし，畜ふんが主体であるので，２次処理は

行わないこととする。但し，本章第５項３）に示した例のように，製品のストックヤードを兼ね

て２次処理施設を設ける必要はある。 

イ. 発酵槽での材料堆積高さは 70cm と低く，発酵槽の表面積が広くなるので，中間及び寒冷・積 

雪地域を除いた温暖地域での冬期を対象として，発酵と同時に天日乾燥による水分蒸発につい

ても試算に含める。 

ウ. 肥育豚換算2,000頭規模の豚ふんを対象とする。処理対象ふん量は， 

2.1kg/頭・日×2,000頭＝4,200kg/日（水分75%） 

なお，以下のa, bの試算では，水分調整に用いる戻し堆肥の水分と処理後（製品）の水分とが

同一になるように適宜数値を入れて繰り返し試算し、同一の値となった場合の規模を算定して

いる。 
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a. 天日乾燥能力を加算しない場合（温暖、中間、寒冷・積雪地域の三地域対象） 
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b. 天日乾燥能力（0.2kg/m2・日）を加算する場合 
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      （（５５））密密閉閉縦縦型型堆堆肥肥化化装装置置  

ア. 肥育豚換算2,000頭規模の豚ふんを対象とする。処理対象ふん量は， 

2.1kg/頭・日×2,000頭＝4,200kg/日（水分75%） 

イ. 発酵槽から材料を毎日排出し，そして原料を毎日投入する方式として規模算定する。 

 

 

 

＜旧マニュアルでは１次処理での出来上がり材料水分は40%程度とされているが、これは実際には

35%未満でないと良好な発酵が行われているとはいえないため、全体的に記述を改訂することを検

討中＞ 

 

 

注) 

1. 本試算で規模算定する場合に，戻し堆肥と合算しないで，ふんの乾物分解による乾物減量と減

少水分量とを求め，終了時の水分が60%よりも高い場合は，その差を外部エネルギーで蒸発させ

るものとする。 

2. その場合，次記の外部エネルギーが過大とならないように配慮する。 

3. 調整目標水分は，60〜65%程度とする。 

 

ウ. 灯油等の化石燃料や電気ヒーター(リングブロアーも含む)等の温風通気による外部エネルギ 

ーも利用して材料の乾燥（水分蒸発）促進を図るものとする。 
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【補足：１次処理での処理日数について】 

１. 現実には，投入した翌日から下部から出来上がり材料を排出する際に，それに一部含まれて出

てくるものもあるし，無期限に槽内に留まるものもあると想定される。 

２. 本規模算定での見掛けの処理日数としては，投入する生ふんの見掛け容積から算出すると， 

 

程度となる。 

 

＜処理日数は実際には２週間程度あると考えられ、「見掛けの処理日数」の記述は誤解を招く恐れ

があるため改訂を検討中。また、戻し堆肥を添加の場合の、戻し堆肥調整施設の規模算定について、

項建ての必要性を現状に即して検討中＞ 
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   （６）計算結果の要約 

＜＞ 
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    ２２））牛牛ふふんんのの場場合合  

      （（１１））堆堆肥肥舎舎  

A. オガクズ等敷料混合 

ア. 肥育牛200頭規模を対象とし，敷料としてオガクズを使用する場合とする。 

処理対象ふん量は， 

200頭×20kg/頭・日＝4,000kg/日（水分81%） 
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B. 戻し堆肥添加 

ア. 表４-３の処理対象ふん量の目安【搾乳牛】に示した参考例と同様に，処理対象頭数を経産牛

116頭，育成牛12頭とする。処理対象ふん量は，5,052kg/日（水分85.7%） 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】 

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-８０参照 

故に， 

2,280kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒253m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材
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料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

5,470kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒68m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,280kg÷10kg/L≒228L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(228L÷10日間÷24時間)×10日間≒9.5L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-８１参照 

故に， 

2,340kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒260m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

7,310kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒91m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,340kg÷10kg/L≒234L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(234L÷10日間÷24時間)×10日間≒9.8L/時 
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程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

 

 

 

C. 固液分離機利用の場合 

ア. 搾乳牛ふんを対象として表４-３で例示した処理対象ふん量［5,052kg（85.7%）］を固液分離す

るものとし，固液分離機で分離した固形物の水分は75%程度，固形物の回収率は50%程度とする。 

イ. 原料の初期水分は若干高いが，そのまま堆積しても堆肥化が順調に進むものとする。 
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   （２）通気型堆肥舎 

A. オガクズ等敷料混合 

ア. 肥育牛200頭規模を対象とし，敷料としてオガクズを使用する場合とする。 

処理対象ふん量は， 

200頭×20kg/頭・日＝4,000kg/日（水分81%） 
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B.戻し堆肥添加 

ア. 表４-３の処理対象ふん量の目安【搾乳牛】に示した参考例と同様に、処理対象頭数を経産牛
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116頭、育成牛12頭とする。処理対象ふん量は5,052kg/日（水分85.7%） 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】 

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-９１参照 

故に， 

2,280kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒253m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

5,470kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒68m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,280kg÷10kg/L≒228L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(228L÷10日間÷24時間)×10日間≒9.5L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風
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乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-９２参照 

故に， 

2,130kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒237m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程

度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

7,100kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒89m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,130kg÷10kg/L≒213L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(213L÷10日間÷24時間)×10日間≒8.9L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる
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ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

 

C. 固液分離機利用の場合 

ア. 搾乳牛ふんを対象として表４-３で例示した処理対象ふん量［5,052kg（85.7%）］を固液分離す

るものとし，固液分離機で分離した固形物の水分は75%程度，固形物の回収率は50%程度とする。 

イ. 原料の初期水分は若干高いが，そのまま堆積しても堆肥化が順調に進むものとする。 
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      （（３３））開開放放・・直直線線又又はは円円型型堆堆肥肥化化装装置置  

A. オガクズ添加 

ア. 表４-３の処理対象ふん量の目安【搾乳牛】に示した参考例と同様に，処理対象頭数を経産牛

116頭，育成牛12頭とする。処理対象ふん量は，5,052kg/日（水分85.7%） 
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a. 天日乾燥能力を加算しない場合（温暖、中間、寒冷・積雪地域の三地域対象） 
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b. 天日乾燥能力（0.2kg/m2・日）を加算する場合［温暖地域のみ対象］ 
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B. 戻し堆肥添加 

ア. 表４-３の処理対象ふん量の目安【搾乳牛】に示した参考例と同様に，処理対象頭数を経産牛

116頭，育成牛12頭とする。処理対象ふん量は，5,052kg/日（水分85.7%） 

 

a. 天日乾燥能力を加算しない場合(温暖，中間，寒冷・積雪地域の三地域対象) 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】 

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-１０３参照 

故に， 

2,260kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒251m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程
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度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

6,440kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒81m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,260kg÷10kg/L≒226L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(226L÷10日間÷24時間)×10日間≒9.4L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する

必要がある。 

 

 

 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. 温暖地域での冬期の場合：表４-１０４参照 

故に， 

2,200kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒244m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 中間地域，寒冷・積雪地域での場合： 

冬期間はハウス乾燥での乾燥は期待できず，材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材

料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程
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度で必要な水分にまで低下させる方式とする。なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水

柱程度のターボファンを採用し，その送風機で十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔

管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する

方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規模は 

9,170kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒115m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,200kg÷10kg/L≒220L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(220L÷10日間÷24時間)×10日間≒9.2L/時 

程度となる。なお，温暖地域でもハウス乾燥方式が採用できない場合には，本方式による乾燥方式

を採用する。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入れて

乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で乾燥

するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

③中間地域，寒冷・積雪地域でも春から秋にかけてハウス乾燥能力は温暖地域と同程度と見られる

ので，低コストに乾燥できる本方式と温風乾燥方式とを組合わせて行うことも同様に検討する必要

がある。 

 

 

 

b. 天日乾燥能力（0.2kg/m2・日）を加算する場合［温暖地域のみ対象］ 
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【戻し堆肥調整施設の規模算定等】  

ア. 水分40%戻し堆肥の場合 

a. ハウス乾燥方式の場合：表４-１０６参照 

故に， 

2,100kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒233m 
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程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 常温又は温風通風による乾燥方式の場合： 

 材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温

風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程度で必要な水分にまで低下させる方式とする。

なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水柱程度のターボファンを採用し，その送風機で

十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機

の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規

模は 

6,280kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒79m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

2,100kg÷10kg/L≒210L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(210L÷10日間÷24時間)×10日間≒8.8L/時 

程度となる。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

 

 

 

イ. 水分50%戻し堆肥の場合 

a. ハウス乾燥方式の場合：表４-１０７参照 

故に， 

1,970kg/日÷1.5kg/m2・日÷6m≒219m 

程度のハウス乾燥床（撹拌機幅6m）長さが必要となる。 

b. 常温又は温風通風による乾燥方式の場合： 

 材料を通気型堆肥舎と同じ構造の乾燥舎に堆積（材料堆積高さ：1.0m程度）して下部から温風(温

風発生機：ジェットヒーター等)を通気し，10日間程度で必要な水分にまで低下させる方式とする。
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なお，乾燥舎での通気装置の送風機は静圧200mm水柱程度のターボファンを採用し，その送風機で

十分通気できる通気床構造や吐出管路（暗渠用多孔管，管路内平均風速：1Om/秒程度)とし，送風機

の吸入口に温風発生機で発生させた温風を供給する方式とする。必要な乾燥舎のおおよその面積規

模は 

8,940kg/日×1O日間÷800kg/m3÷1.0m≒112m2 

また，必要な灯油等の化石燃料の総量は，燃料 1L 当り約 10kg の水分蒸発量が期待できるので， 

1,970kg÷10kg/L≒197L 

となり，必要な温風発生機の時間当りの燃焼量は， 

(197L÷10日間÷24時間)×10日間≒8.2L/時 

程度となる。 

c. 留意点等： 

①乾燥舎での通風量は，0.5〜1.0m3/分・m3前後程度とし，春から秋にかけては常温通風方式で乾燥

し，処理能力が低下する冬期等においては常温より若干温度が高い程度の温風乾燥方式を取入

れて乾燥する。 

②ハウス乾燥方式は，低コストであるが必要面積が大きいという問題があり，化石燃料利用の温風

乾燥方式はその逆の特徴があるので，温暖地域でも全量をハウス乾燥方式又は温風乾燥方式で

乾燥するのではなく，両者の方式を組合わせることも検討する必要がある。 

 

 

【別法による戻し堆肥の水分調製例】 

 中間・寒冷地域でも夏期を中心にしてハウスの蒸発量が3 kg/m2・日以上になることを利用して，

貯蔵していた夏期の乾燥堆肥を冬期の戻し堆肥として利用する方法を表４-１０２の［開放直線型+

堆肥舎，水分40%戻し堆肥添加］の設計例を使用して計算した。  

１. ２次処理終了堆肥:表４-１０２より 

7,498kg（水分61%） 

乾物量 2,943kg 

水分量 4,555kg 

２. 生産堆肥量：戻し堆肥の水分を40%に設定している。 

2,943kg÷(1-0.4)＝4,905kg/日 

３. 必要水蒸発量：7,498kg-4,905kg＝2,593kg/日 

４. 必要乾燥床長さ:乾燥床からの蒸発量を3kg/m2・日とし、攪拌機幅を6mとする。 

2,593kg÷3kg÷6m≒144m 

５. 冬期必要乾燥堆肥量の半量：冬期3ヵ月は戻し堆肥の50%量を，貯蔵していた夏期の乾燥堆肥 
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でまかなう。貯蔵乾燥堆肥の容積重を400kg/m3とする。 

4,180kg×O.5÷400kg/m3×30日×3ヵ月≒470m3 

６.乾燥堆肥貯蔵庫面積：堆積高を2mとする。 

470m3÷2m＝235m2 

注１)上記計算に示す冬期とは蒸発量が 3kg/m2・日以下の期間を意味する。冬期対策が必要な期間

は地域によって１〜５ヵ月の幅があるため 地域に合った期間を設定する。 

注２)冬期が長い場合，尿混入の高水分ふん（多量の戻し堆肥量）の場合は夏期貯蔵堆肥が不足する

ため、不足分はモミ殻・オガ屑等で補うか乾燥舎（温風利用）で材料の乾燥を図る必要がある。 

 

      （（４４））開開放放・・回回行行型型（（エエンンドドレレスス型型））堆堆肥肥化化装装置置  

本装置の利用法としては，①発酵槽内の材料を戻し堆肥として利用し，槽内に広く畜ふん等の原

材料を表面散布し，そして槽内の撹拌機で撹拌・混合する方式と，②発酵槽外で槽内材料とは別の

戻し堆肥等の資材で畜ふん等の原材料を水分調整し，発酵槽の一端から槽内に投入して敷設の撹拌

機で他端へ搬送する間に堆肥化を図る方式とがある。ここでは，①での利用法に基づく場合の規模

算定例を示すが，②の利用法の場合では，開放・直線型発酵槽などと同様の規模算定方式となる。 

 

A. 戻し堆肥添加 

ア. 豚ふんでの試算例とは異なり、オガクズ等の敷料の混入を想定して試算するため，堆肥生産の

目的で２次処理も行うこととする。 

イ. 肥育牛200頭規模とすると，処理対象ふん量は次記の通りとなる。 

200頭×20kg/頭・日＝4,000kg/日（水分81%） 

ウ. 発酵槽での材料堆積高さが 70cm と低く，発酵槽の表面積が広くなるのため，中間及び寒冷・

積雪地域を除いた温暖地域での冬期を対象として，発酵と同時に天日乾燥による水分蒸発につ

いても試算に含める。但し，豚や鶏の場合とは異なり発生臭気は比較的少なく，建屋を風通しの

良い開放型とする例が多いので，冬期での天日乾燥能力については1.0kg/m2・日（ハウス内の発

酵槽面積・日当り）の場合のみ試算する。 

 

エ. 試算の考え方 

 以下のa.およびb.の試算では，水分調整に用いる戻し堆肥の水分と処理後（製品）の水分と

が同一になるように適宜数値を入れて繰返し試算し，同一の値となった場合の規模を算定して

いる。 
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a. 天日乾燥能力を加算しない場合 
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b. 天日乾燥能力（1.Okg/m2・日）を加算する場合 
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      （（５５））密密閉閉縦縦型型堆堆肥肥化化装装置置  

＜近年は、フリーストール牛舎のスラリー状牛ふん尿等を密閉縦型堆肥化装置で処理する事例が

みられることから、旧マニュアルには記載のなかった密閉縦型堆肥化装置による牛ふんの堆肥化

について試算を追加する。廃白土の活用方法等について、実態に即した試算方法を検討中＞ 

 

      （（６６））計計算算結結果果のの要要約約  
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  ５５．．堆堆肥肥化化施施設設建建屋屋面面積積のの算算定定  

 

堆肥化に必要とする容積又は面積を算定したのちに、堆肥化処理作業並びに原料及び製品の一時

貯留その他の必要面積を求め、両者を合計して堆肥化施設の建屋面積を決定する。 

 

    １１））堆堆肥肥化化処処理理にに当当っってて必必要要ななススペペーースス  

家畜ふんの堆肥化処理で必要な基本的なスペースとしては，原料の搬入・荷受（トラックスケール

を含む），原料の水分調整・投入，発酵処理，車輌用機械による切返し，製品の搬出・一時貯蔵，機

械の格納，管理棟，運搬車輌の消毒・洗浄，予備部品の保管・ガス溶接等の簡易修理などがある。 

    ２２））建建屋屋面面積積算算定定のの目目安安((図図44--１１６６〜〜１１８８参参照照))  

各部面積暫定基準（目安）を表4-113に示す。 

各部面積は必ずしも全ての施設に必要ということではなく，必要とする場合の目安を示したもので

ある。従って，処理条件によっては追加，修正などの変更も必要である。なお，この基準も施設規

模の容積や面積算定と同様に適宜見直す必要はあるものと考えている。 
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    ３３））建建屋屋面面積積のの試試算算例例（（管管理理棟棟（（室室））をを除除くく))  

（（11））通通気気型型堆堆肥肥舎舎（（豚豚ふふんん、、オオガガククズズ添添加加、、中中間間地地域域、、図図44--1199参参照照））  

ア. 必要面積(表４-４３による)  

発酵槽：88m2 

堆肥舎：363m2 

計：451m2 

イ. 堆肥化施設建屋面積（1棟） 

a. 発酵槽面積：（W）3,000×（L）6,000×5槽≒90m2 

b. 混合•投入面積：（W）6,000×（L）6,000＝36m2（オガクズ置場を兼ねる。） 

c. 作業通路面積：（W）6,000×（L）33,000＝198m2 

〔ショベルローダー旋回半径4,460＋1,540〕 

d. 堆肥堆積面積：(W)9,000×(L)33,000=297m2、（W）6,000×（L）l2,000=72m2 

原料置場を兼ねる。 

e. 合計：（W）21,000×（L）33,000＝693 m2［ア/e：65%］ 

注）作業用通路は機械置場を兼ねる。 
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      （（２２））開開放放・・直直線線型型堆堆肥肥化化施施設設（（豚豚ふふんん、、オオガガククズズ添添加加、、中中間間地地域域、、図図４４--２２００参参照照））  

ア. 必要面積(表４-５１による)  

発酵槽：81m2 

堆肥舎：263m2 

イ. 発酵槽建屋面積 

a. 発酵槽面積：（W）4,100×（L）20,000≒82m2 

b. 点検用通路面積：（W）700×（L）20,000×2≒28m2 

c. 原料投入面積：（W）5,500×（L）4,000≒22m2 

d. 堆肥搬出面積：（W）5,500×（L）2,000≒11m2 

e. 合計：（W）5,500×（L）26,000≒143m2 

［ア/e：57%］ 

ウ. 堆肥舎建屋面積 

a. 堆肥堆積面積：263m2 

b. オガクズ置場面積：20m2（≒1,050kg/日×1O日÷250kg/m3÷2.5m/H） 

c. 製品置場面積：90m2（≒2,250kg/日×30日÷400kg/m3÷2.0m/H） 

d. 合計：373m2（（W）9,000×（L）41,400） 

［a/d：71%］ 

注）１)製品置場には機械置場面積等を含む。 

２)堆肥舎で切返しのために余裕面積を必要とする場合には，堆肥場面積に 5〜10%程度を加算

する。(共通) 

 

      （（３３））開開放放・・回回行行型型（（エエンンドドレレスス型型））堆堆肥肥化化施施設設（（豚豚ふふんん，，戻戻しし堆堆肥肥添添加加，，温温暖暖地地域域，，天天日日

乾燥能力加算，図４-２１参照） 

ア. 必要面積(表４-６４による)：発酵槽：467m2 

イ. 発酵槽建屋面積 
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a. 発酵槽面積：（W）4,550×（L）52,000×2≒473m2 

b. 点検用通路面積：（W）700×（L）52,000×2≒73m2 

c. 原料投入面積：（W）10,500×（L）1,000≒11m2 

d. 堆肥搬出面積：（W）10,500×（L）2,000≒22m2 

e. 合計：（W）10,500×（L）55,000≒578m2 

［ア/e：81%］ 

注)ふん投入用スペースを別（屋外）に設ける。 

ウ. 製品貯蔵建屋面積 

a. 製品貯蔵面積：60m2 (1,470kg/日×50日÷630kg/m3÷2.0m/H)1) 

b. 機械置き場面積：22 m2 

ショベルローダー（0.9 m3用）： 

（W）（1,950+300）×（L）（5,035+300）≒12m2 

２tダンプカー： 

（W）（1,690+300）×（L）（4,680+300）≒10m2 

c. 合計：82m2（（W）6,000×（L）13,800） 

［a/c：73%］ 

注）１）２次処理と袋詰のスペースを含む。 

 

 

 

      （（４４））密密閉閉縦縦型型堆堆肥肥化化装装置置（（牛牛ふふんん））  

＜旧マニュアルには記載のなかった密閉縦型堆肥化装置による牛ふんの堆肥化のための建屋面積

の試算を検討予定＞ 
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第第４４章章  施施設設（（建建屋屋））のの構構造造  

１１．．堆堆肥肥化化施施設設（（建建屋屋））設設置置上上のの注注意意点点  

 

堆肥舎の搬入・搬出口は，屋外から雨水や表面流出水が入り込まないように

５％程度の勾配をつけ，少なくとも高低差が 10 ㎝以上となるようにする。また，

堆肥舎の周囲に，雨水などが入らないよう排水溝を設置する。屋根の被覆材には

光透過性樹脂板などを用いることが望ましい。堆肥舎を建設する際は，低コスト

化となる構造規制などの各種の緩和を活用する。 

 

１１））環環境境保保全全  

図４－１－１に示したように，堆肥舎の搬入・搬出口は，屋外から雨水や表面流

出水が入り込まないように５％程度の勾配をつけ，少なくとも高低差が 10 ㎝以上

となるようにする。また，堆肥舎の周囲からも雨水などが入り込まないよう，施設

の周囲に雨水排水溝を設置するなどの方策をとる。 

堆肥舎の内部で堆肥から漏汁が発生する可能性がある場合は，床に２％程度の勾

配をつけ，施設内に設ける排水溝や漏汁留に流れるようにする。 

堆肥舎は，舎内の換気性能などを考えて壁面や屋根面棟部などを出来るだけ開放

させると良い。立地条件によっては，臭気が堆肥舎を建設する際の大きな制限要因

になる可能性がある。臭気の問題発生が予想される場合は，何らかの脱臭措置を講

じる必要がある。脱臭対策の詳細については２章を参照に，適切な対応策を検討す

る。また，ハエの発生も周辺住民に不快感を与えるので，対応策を講じる。 

 

図４－１－１ 堆肥舎断面図例 

（旧マニュアル p75｢図３－１ 堆肥舎断面図 1/50｣を転載） 
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２２））太太陽陽熱熱のの利利用用  

堆肥の発酵・乾燥には太陽からの熱エネルギー利用が有効となる。積極的に太陽

の熱エネルギーを利用するためには，堆肥舎の屋根被覆材に光透過性の樹脂板やフ

ィルムなどを用いることが望ましい。 

ただし，大屋根面を樹脂板やフィルムなどで葺く場合は，延焼防止に関する規制

がある。このため，事前に防火上支障の無い被覆材であるかを確認し，施設を建設

する区域の建築指導主事と相談すると良い。その際，堆肥舎は，高い開放性を有し

ている施設で，火気は扱わないこと，また，周辺の建物の用途，それらの柱や梁の

主要構造材が鉄骨か木造かの種別と屋根や壁の仕上げ材，それらの建物と規定され

た距離だけ離れているなどの資料を整理しておき，説明することが効果的である。 

なお，これらの点については，畜産施設の特殊性が考慮された幾つかの規制緩和

がなされているので，次節を参照に活用する。 

３３））腐腐食食防防止止対対策策  

堆肥舎では，発酵の過程で多量のアンモニアや硫化水素など，鉄骨を腐食させる

ガスの発生が見られるため，出来るだけ壁や屋根棟部などの開放度を大きくする。

また，柱や梁の主要構造材は，錆などの影響が少ない木構造とすることが望まし

い。主要構造材を鉄骨造とする場合は，溶融亜鉛メッキやペイント塗装などの防錆

処理をしっかりと施す必要がある。特に柱と梁の溶接接合部やボルト接合部，桁行

方向の側面壁や屋根面の筋交い鉄筋の端部接合部や筋交い鉄筋の途中に設ける緩み

止め（ターンバックル）ネジ部はメッキ処理が行えないため，最後にペイント塗装

をしっかり行うと良い。筋交い鉄筋が細い（12 ㎜φ程度以下）場合は，鉄筋のネジ

部では断面が削られて細くなっているため，錆による断面欠損で鉄筋の破断が生じ

やすいことへの注意が必要である。 

また，母屋や胴縁などへ薄板（厚さ 1.6 ㎜程度以下）の軽量Ｃ形溝形鋼を用いる

と，部材断面の端部反り返り部分が結露水の溜まりやすい形状のために錆が発生し

やすく，薄い板厚でもあるため部材断面の欠損が比較的短期間に生じてしまう。こ

のため，主要構造材を鉄骨造とした場合でも，母屋や胴縁などへ木材を使用するこ

とで施設の耐久性が高まる。なお，母屋や胴縁へ木材を使用した場合でも，留め金

具や釘に錆を生じにくい材質の部材を使用することへの配慮が必要である。 

４４））低低ココスストト化化  

畜産施設は建築基準法では建築物に該当するとされている。しかし，一般建築物

より緩和された基準の下で建設することが可能となるように検討会が設置され，そ

の検討結果を受けて，平成 9 年(1997 年)に建築基準法第 38 条の規定に基づき，建

設大臣の認定を受けた｢畜舎設計規準｣（以下，｢規準｣という。）が作成され，幾度

かの改訂が行われた。 

その後，建築基準法の改正によって同法第 38 条が削除されたことに伴い，規準

とほぼ同様の内容で｢特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基

準を定める等の告示｣（以下，｢特定畜舎等に関する告示｣という。）として国土交通

省によって制定された。特定畜舎等に関する告示の構造方法などに関する詳細につ

いては，次節「2.堆肥化施設（建屋，堆肥舎）の構造設計に関する基準」において
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述べる。この畜産施設を対象とした荷重などが緩和された特定畜舎等に関する告示

の規定を生かし，低コスト化となる施設を建設することが有効である。 

なお，畜産施設を建設する際は，使用部材に一般建築物と同様の規格部材を使用

することとなる。この場合，木造柱の例では 120×120 ㎜の次のサイズは 135×135

㎜の様に，部材サイズが段階的に変化していることに注意する。施設の間口や桁行

方向の寸法決定に余裕を見過ぎたことによってワンサイズ大きな柱・梁部材が必要

となり，結果として高額な施設となってしまうこともあるため注意した方が良い。 

また，特定畜舎等に関する告示を適用した構造上の緩和による低コスト化だけで

はなく，鉄骨部材の塗装工事において，下塗りの上に仕上げ塗装という一般的工法

に限らず，下塗り塗装を入念に行うことで仕上げ塗装を省略することも有効であ

る。また，建築材料の種類やランクを下げることによる低コスト化も有効となる。

例えば，壁材料として安価な防風網を用いることにより，メッシュの大きさによっ

て多少の雨雪の侵入はあるものの，角波鉄板などとは異なって通気性を良好にする

という利点も得ながら低コスト化が可能となる。 

 

２２．．堆堆肥肥化化施施設設（（建建屋屋））のの構構造造設設計計にに関関すするる基基準準  

 

畜産施設は，一般建築物よりも構造的に緩和された技術的基準に関する特定

畜舎等に関する告示によって建設することができる。堆肥舎は一般的な畜舎よ

りもさらに建屋内における人の作業密度（滞在強度）が低いことなどが考慮さ

れ，積雪荷重，風荷重について大幅な緩和が適用されているため，緩和規定を

有効に活用する。 

  

１１））堆堆肥肥化化施施設設（（建建屋屋））にに関関係係すするる基基準準  

（（11））畜畜産産施施設設にに関関すするる基基準準のの推推移移  

畜産施設は，一般的な建築物に比べて建築物の内部における人の作業密度（人

間が施設内に滞在する密度と頻度を掛け合わせたもの）が低く，特殊な利用形態

となっている。このため，畜産施設の特性に見合った合理的な畜舎設計・建設を

推進するための基準が必要とされていた。その結果、畜産施設は建築基準法では

建築物に該当するとされているが，一般建築物より緩和された基準の下で建設す

ることが可能となるよう平成 7 年(1995 年)に検討会が設置された。 

これにより、畜産施設に係る構造耐力関係を主として，一般建築物よりも構造

的に緩和された基準が，建築基準法（以下，「法」という）第 38 条に基づき「畜

舎設計規準・同解説」として平成 9 年(1997 年)3 月に建設大臣の認定を受けて定

められた。その後，平成 12 年度の法改正により法第 38 条は削除されたが，ほぼ

同じ内容のまま｢特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準

を定める等の件の告示｣（告示第 474 号）として平成 14 年(2002 年)5 月に国土交

通省によって定められ，平成 19 年(2007 年)5 月に一部改正されて現在に至って

いる。 
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この特定畜舎等に関する告示では，多くの地域の畜産施設において，施設内部

の家畜や糞尿の発熱によって積雪が短期間で滑落するという特性を反映させた独

自の積雪量の採用，畜産施設の種類に応じて必要とされる安全性の違いを考慮し

た積雪荷重や風圧力の低減数値の採用による緩和がなされている。このため，建

設地の状況が考慮された緩和規定を活用することが有効となる。 

なお，緩和された特定畜舎等に関する告示を適用することは施設の安全性や耐

力が少し低くなる。このため，緩和を採用するか否かは，設計・建築に携わる者

の判断に委ねられている（自己責任主義）。したがって，緩和された特定畜舎等

に関する告示を適用することについては，経済性，都市計画・防火上の位置付

け，立地環境などを総合的に判断して，各種の緩和項目への対応方法を適切に検

討する必要がある。 

（（22））堆堆肥肥舎舎のの区区分分 

当初の規準では，人の作業密度（滞在強度）により畜産施設を３つの施設区分

に分けており，堆肥舎は，その中でも滞在強度が低い畜舎と同一の施設区分に分

類されていた。その後，堆肥舎は一般的な畜舎よりもさらに建屋内における人の

作業密度（滞在強度）が低いか，場合によってはほぼゼロであること。また，下

に記した堆肥舎の特性により，平成 12 年の規準の改訂およびその後に制定され

た特定畜舎等に関する告示において，堆肥舎は畜舎と区分されることとなり，積

雪荷重や風荷重が大幅に緩和されている。 

堆肥舎は立地，利用（内容物の価値），構造の面で次のような特性がある。 

①一般的な畜舎よりも，さらに建屋内における人の作業密度（滞在強度）が低

いか，またはほぼゼロである。 

②家畜排せつ物の処理過程で強い臭いが発生することから，他の施設から離し

て建築される（他の建築物や人に被害が及ぶ恐れがない）。 

③堆肥舎の内容物である家畜排せつ物は，乾燥・発酵・完熟するまでは実質的

に価値はゼロである（危険が予想される場合，堆肥舎に近づく必要がな

い）。 

④家畜排せつ物を乾燥させるという目的から，極めて開放性が高い構造となっ

ている（異常を察知した場合でも容易に堆肥舎から待避できる）。 

したがって，一般的には，法の「人命の安全，財産の保護」の観点から，畜舎

などと同様の安全性が求められていないと考えられ，堆肥舎に関する各種調査・

実験結果に基づき，緩和することができるとされている。 

 

２２））特特定定畜畜舎舎等等建建築築物物のの構構造造方方法法にに関関すするる安安全全上上必必要要なな技技術術的的基基準準をを定定めめたた告告示示  

（（11））適適用用のの範範囲囲  

  

特定畜舎等建築物に適合するための構造方法は以下の様に定められている。 

①木造，補強コンクリートブロック造，鉄骨造もしくは鉄筋コンクリート造

の建築物またはこれらの構造のうち２以上の構造を併用する建築物である
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こと。 

②階数が１であること。 

③高さが 13ｍ以下で，かつ，軒の高さが９ｍ以下であること。 

④架構を構成する柱の相互の間隔が 15ｍ以下であること。 

⑤市街化区域以外の区域に建設し，かつ，居室を設けないこと。 

 

   特定畜舎等に関する告示では，畜舎または堆肥舎などの用途に供する畜産施設

を｢特定畜舎等建築物｣とされ，それに該当するための５項目が ｢第一 適用の範

囲｣として以下の様に規定されている。 

   柱や梁の主要構造は，一般的な建築構造の木造，補強コンクリートブロック

造，鉄骨造，鉄筋コンクリート造およびこれらを組み合わせた５種の構造と定め

られている。なお，木造には，木造の軸組に木造の耐力壁を緊結する構造，木造

のパネル耐力壁に鉛直荷重や水平力を負担させる構造も含まれている。また，例

えば，木造骨組において鉄骨梁を使用した場合や中柱に鉄骨柱を使用した場合，

堆肥舎や飼料庫などによく見られる鉄筋コンクリート造の壁と木造や鉄骨造の梁

を組み合わせた構造にも適用される。しかし，鉄筋コンクリート造と補強コンク

リートブロック造の使用は，２以上の構造を組み合わせた場合のみに適用され，

全てが単一の鉄筋コンクリート構造とした施設などには適用されない。 

   階数は，地震時の安全性などを考慮した１（平屋）のみとされている。なお，

高架式採卵鶏舎でケージを支える床部分が抜けている方式の場合は，ケージを支

える床を最初の床として階数１として良いこととなっている。 

   高さの規定は，これまで建設された各種畜産施設の規模を整理した結果や，地

震時における層間変形角の検討を必要としない建築物の基準を考慮した 13ｍ以下

となっている。堆肥舎でローダーを持ち上げて作業する場合の高さを考えても，

制限値の最高高さ 13ｍ，軒の高さ 9ｍの数値は支障無いと判断される。 

   柱間隔 15ｍ以下は，構造上主要な柱間隔を検討した結果，柱間隔があまり大き

な場合は構造骨組の安全性が心配されるための制限値となっている。間口寸法が

特に大きな肉牛舎，フリーストール牛舎，大規模な堆肥舎などの場合は，間口の

途中に柱間隔が 15ｍ以下となるように構造耐力上主要な中柱（軸力のみを負担す

る構造柱でも良い）を設置することで安全性も向上し，対応が可能となる。ま

た，国土交通省より型式認定（建築物としての安全性が確認されて特別な構造計

算が不要な標準タイプ）を受けた畜産施設フレームとして，さらに広い間口にも

適応したタイプを含む各種フレームサイズが用意されているため，中央畜産会Ｈ

Ｐの関係資料を検討すると良い。 

建設地については，畜産施設が不測の事態によって倒壊する場合となっても，

被害が当該施設の範囲内で収まることを想定し，家屋の密集度が少ない市街化区

域以外とされている。周辺の都市化により市街化区域へと変更になった場合は，

基本的には一般建築物と同様の構造や防火などの基準が適用されることとなる。

このため，新たに畜産施設を建設する場合は事前に都市計画の状況を確認してお

く必要がある。なお，このような場合でも，主要構造が鉄骨造の場合は，防火試
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験に合格した樹脂板やフィルムなどを屋根や壁仕上げ材に使用した堆肥舎を建設

することが可能となる。この他，特定畜舎等建築物に該当する施設は，内部での

作業が継続的ではなく，データ整理などの軽微な執務・作業を短時間行うための

施設であることが基本とされており，就寝などを伴う居室としての使用は不可と

されている。 

（（22））基基礎礎のの構構造造計計算算 

    特定畜舎等に関する告示では，｢第二 基礎の構造計算｣として，基礎に関する

構造計算の方法が規定されている。 

   その内容は，基礎は上部構造からの荷重および外力を基に許容応力度計算を行

い，安全性を確保して地盤に伝達させるようにすること，また，上部構造に有害

な障害を起こさないものとすることが定められている。基本的には，建築物に有

害な沈下・変形などを生じさせないよう考慮することで，地盤に応じた一般的な

布基礎や独立基礎などが使用できる。 

（（33））安安全全性性をを確確かかめめるる構構造造計計算算  

   特定畜舎等に関する告示では，｢第三 構造計算の方法｣として，応力度の確認

方法，積雪荷重，風圧力の構造計算に関する３つの主要項目が規定されている。 

その１では構造計算における応力度の確認方法が規定されており，畜産施設の

構造設計は表４－２－１に示す力の組合せによる長期と短期における各部材の応

力度を求め，それらの応力度が使用材料の許容応力度を超えないことを確認する

簡易な｢許容応力度設計法｣で行えば良いとされている。これによると，特定畜舎

等に該当する多雪区域（最大積雪深が１ｍ以上の指定された区域）に建つ堆肥舎

で，屋根勾配が 11 度（2/10 勾配）以上ある場合で積雪荷重を 600N/㎡とした時

にのみ，特別な計算方法で確認することとなっている。その他の多雪区域に建つ

畜産施設については，長期積雪時の力の組合せによって部材がほぼ決定される

が，比較的早期に滑雪が生じるとして緩和された積雪荷重を採用することで，柱

梁などの部材サイズが小さくなることが予想される。 

なお，畜産施設では，桁行方向の地震時水平力を全て筋交いで負担させる場合

が主となっている。この様な，水平力の全てを筋交いへ負担させる施設では，地

震時の安全性を確保するため，地震時水平力を 1.5 倍した数値で検討する。 

 

表４－２－１ 主要部材の長期と短期の力の組合せ 

力の種

類 

荷重・外力

の状態 
一般区域 

多雪区域 

特定畜舎で定められ

た積雪荷重を用いた

畜産施設の場合 

屋根勾配が 11 度以

上ある堆肥舎で積

雪荷重を 600N/㎡

まで減らした場合 

長 期 
常 時 

Ｇ＋Ｐ 
Ｇ＋Ｐ Ｇ＋Ｐ 

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋0.7Ｓ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ 

短 期 積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ 
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暴風時 Ｇ＋Ｐ＋Ｗ 
Ｇ＋Ｐ＋Ｗ Ｇ＋Ｐ＋Ｗ 

Ｇ＋Ｐ＋0.35Ｓ＋Ｗ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ＋Ｗ 

地震時 Ｇ＋Ｐ＋Ｋ Ｇ＋Ｐ＋0.35Ｓ＋Ｋ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ＋Ｋ 

   ここに，Ｇ：固定荷重によって生じる力 

       Ｐ：積載荷重によって生じる力 

       Ｓ：積雪荷重によって生じる力 

（特定畜舎等の場合は，畜産施設独自の小さな積雪荷重を採用する。） 

       Ｗ：風圧力によって生じる力 

（特定畜舎等の場合は，一般建築物より小さな風圧力となる。） 

       Ｋ：地震力によって生じる力 

 

（（44））堆堆肥肥舎舎独独自自のの施施設設区区分分のの設設定定  

規準では，畜産施設を人間の滞在強度に応じて，｢堆肥舎｣，｢家畜・家禽を収

容する建築物全般｣，｢搾乳舎（ミルキングパーラー）や生乳処理室｣，｢その他の

施設｣の４種に区分されていた。その後，特定畜舎等に関する告示で定められた

施設区分では｢その他の施設｣が一般建築物と同様の基準として取り扱われること

となり，｢堆肥舎｣，｢豚舎・鶏舎等に類する家畜の飼養施設（以下，｢飼養施

設｣）｣，｢搾乳や集乳施設等に類する生乳生産のための施設（以下，｢搾乳施設

等｣）｣の３種区分となった。 

３種の施設区分ごとに，施設に応じて必要とされる安全性の違いを考慮した，

積雪荷重や風圧力の計算に適用される低減比率として異なった数値が定められて

いる。 

 

（（55））積積雪雪荷荷重重のの低低減減  

 

堆肥舎については，建設地の畜産施設用積雪量の数値に対して，積雪に関す

る低減の数値を乗じた値を採用できる。また，一定の条件のもとで屋根上積雪

荷重を 600N/㎡まで低減することができる。 

 

積雪荷重は，一般建築物と同様の荷重を基本としているが，畜産施設について

は，①断熱性の低い屋根材料で仕上げてある，②滑雪を妨げない材料や構造とし

ている，③屋根勾配が 11 度（2/10 勾配）以上ある，の３条件を満足することで

滑雪が容易に生じ易いとされ，多雪区域の雪の単位荷重低減や短期間の垂直積雪

量の採用を基本とした，緩和された以下の式による数値が採用できる。 

Ｓ＝γ×ｄ×ＲＳ×μb 

Ｓ：屋根上の積雪荷重(N/㎡) 

γ：積雪の単位荷重。一般区域の場合 20(N/㎡/㎝) 

多雪区域の場合 23(N/㎡/㎝) 

（注：一般建築物の場合は 30(N/㎡/㎝)） 
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ｄ：垂直積雪量として市町村の区域に応じて定められた畜産施設用の数値 

  （区域ごとの値は特定畜舎等に関する告示の別表を参照） 

ＲＳ：施設区分に応じた積雪に関する低減の数値（表４－２－２による） 

μb：畜産施設が建設される区域における一月と二月の二ヶ月間の平均風速

に応じた数値（表４－２－３による。冬期の平均風速は，気象庁ＨＰ

より各地のデータを入手する。） 

 

  表４－２－２ 畜産施設の施設区分に応じた積雪に関する低減の数値 

特定畜舎等建築物

の種類 

荷重・外力 

の状態 

数 値 

ｄ≧70 の場合 ｄ＜70 の場合 

堆肥舎 
常時又は積雪時 ０．８４ ０．７８ 

暴風時又は地震時 １．００ １．００ 

家畜の飼養施設 
常時又は積雪時 ０．８７ ０．８２ 

暴風時又は地震時 １．００ １．００ 

搾乳施設等 
常時又は積雪時 ０．９３ ０．９０ 

暴風時又は地震時 １．００ １．００ 

 

表４－２－３ 一月と二月の二ヶ月間の平均風速に応じた数値 

当該地域における二ヶ月間 

の平均風速Ｖｍ/sec 
μb 

２．０以下 ０．９ 

３．０ ０．８ 

４．０ ０．７ 

４．５以上 ０．６ 

        上記のＶ以外の数値は，直線補間した数値とする。 

 

堆肥舎は，施設内の滞在強度が畜舎などに比べて極めて小さく，畜舎内で飼養

される家畜家禽に比べて極めて価値の低い家畜排せつ物を処理・保管する施設で

もある。また，他の施設より離して設置されることが多く，万一倒壊しても他の

施設へ被害が及ぶことが極めて少ない施設である。このため，表４－２－２に示

すように，積雪荷重に関する低減の数値（ＲＳ）は，一般的な飼養施設などより

さらに低減されている。 

   なお，特定畜舎等に関する告示で示されている低減の数値は，屋根雪が早期に

滑落現象を発生することを前提としているため，以下の点を考慮して滑雪を妨げ

ない屋根面にする必要がある。 

①堆肥舎は単棟とし，屋根面に 2/10 勾配未満となる部位を設けない。 

②間口が広い堆肥舎の場合は，屋根面全体を 3/10 勾配以上とするか，また

は，屋根面長さの軒部付近 1/3 部分を 3/10 勾配以上とすることが望まし

い。 
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③屋根仕上げ材は，たわみが生じにくい樹脂板や硬質フィルムなどを選択す

る。また，仕上げ材に大きな破損が生じていなくとも，経年変化による表面

劣化により滑雪現象が低下する前に仕上げ材を更新する。各種仕上げ材の標

準的な耐用年数を表４―２－４に示す。 

④屋根面には，滑雪を妨げる凹凸が生じるふき工法などを使用しない。また，

滑落した雪の搬出が容易な隣棟間隔を確保するとともに，雪の堆積によって

屋根雪の滑落が妨げられたり，雪の堆積側圧が堆肥舎へ作用して不利な応力

状態とならないように配慮する。 

また，堆肥舎については，堆肥舎用屋根仕上げ材料に関する屋外滑雪実験の結

果に基づき，屋根勾配が 11 度（2/10 勾配）以上の場合は，当該地域の基準積雪

量（積雪深）に係わらず，屋根上積雪荷重を 600N/㎡まで低減することができ

る。この時，外気温０℃未満の日が７日以上連続する地域の屋根上積雪荷重は，

当該地域の設計用屋根上積雪荷重と 600N/㎡との間の値を，その連続日数および

堆肥舎内の温熱環境に応じて構造設計者が設定する。 

なお，屋根の積雪荷重を低減して構造計算を行った場合は，その出入り口やそ

の近くに軽減の実況などを表示する必要がある。 

 

表４－２－４ 堆肥舎に多く使用される仕上げ材の標準的な耐用年数 

仕上げ材 耐用年数(塗替目処年数) 

カラーガルバリウム鋼板 

カラー鋼板 

12～15 年 

7～10 年 

農 PO フィルム(外張り用) 3～5 年 

ポリエステルフィルム 4～7 年 

フッ素フィルム 0.06 ㎜厚 

        0.10 ㎜厚 

10 年 

15 年 

ガラス繊維強化ポリエステル板 

(FRP 板) 

7～10 年 

アクリル板(MMA 板) 10～15 年 

ポリカーボネート板(PC) 10～15 年 

 

（（66））風風荷荷重重のの低低減減  

 

堆肥舎の計算に際しては，一般的な畜舎施設よりさらに低減された風圧力

に対する低減の数値を採用できる。 

 

速度圧は，一般建築物と同様の計算式を基本としているが、基準風速へ施設区

分に応じた低減の数値を乗じて緩和された，以下の式による数値が採用できる。 

    ｑ＝0.6×Ｅ×(Ｖ０×ＲＷ)
２ 

Ｅ＝Ｅｒ
２×Ｇｆ 
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ここに，ｑ：設計用速度圧(N/㎡) 

Ｖ０：施行令第 87 条第 2 項に規定された各地の基準風速 

ＲＷ：施設区分に応じた風に関する低減の数値(表４－２－５に 

よる) 

Ｅ：建築物の屋根高さと周辺地形の状況によって定まる係数。 

Ｇｆ：ガスト影響係数（風の乱れ程度を表す係数）。 

（告示第 1454 号の表を参照） 

Ｅｒ：地表面粗度区分(地表面の粗さを意味する用語，表４－２

－６参照)と建物高さによって決まる係数で、風の平均風

速の高さ方向の分布を表す。以下の２式と告示第 1454 号

の表(表４－２－６)より算出。 

Ｈ≦の場合 Ｅｒ＝1.7×(Ｚｂ/ＺＧ)
α 

Ｈ＞の場合 Ｅｒ＝1.7×(Ｈ/ＺＧ)
α 

Ｈ：畜舎の棟部高さと軒の高さとの平均値(ｍ)。 

なお，３ｍ以下の場合は３ｍとして良い。 

             Ｚｂ,ＺＧ,α：告示第 1454 号で定められた数値。 

 

表４－２－５ 施設区分に応じた風圧力に関する低減の数値 

特定畜舎等建築物の種類 ＲＷ 

堆肥舎 ０．８５ 

飼養施設 ０．９０ 

搾乳施設等 ０．９５ 

 

表４－２－６ 地表面粗度区分と各数値 

粗度区分 都市計画区域外 都市計画区域内 
Ｚｂ 

(ｍ) 

ＺＧ 

(ｍ) 
α 

Ⅰ 
極めて平坦で障

害が無い区域 
― 

５ 

(３) 
250 0.10 

Ⅱ 

Ⅰの区域以外で

建物高さ 13ｍ以

下は除く区域 

Ⅳの区域以外で

海 岸 線 等 か ら

500ｍ以内の区

域 

５ 

(３) 
350 0.15 

Ⅲ 
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ以外

の区域 

Ⅰ、Ⅱ・Ⅳ以外の

区域 

５ 

(３) 
450 0.20 

Ⅳ ― 
都市化が極めて

著しい区域 
10 550 0.27 

   注：・特定畜舎等建築物に該当する畜産施設は，高さ 13ｍ以下となるため， 

      粗度区分Ⅲに該当する。 

― 207 ―― 210 ―



- 208 - 
 

  ・特定畜舎等建築物に該当する畜産施設は，Ｚｂを( )内の３ｍとすること

ができる 

なお，施設の風圧力を低減して構造計算を行った場合は，その出入り口やその

近くに軽減の実況などを表示する必要がある。 

 

３３））そそのの他他のの防防火火ななどどにに関関連連すするる告告示示  

（（11））防防火火壁壁のの設設置置をを要要ししなないい畜畜舎舎等等のの基基準準をを定定めめるる告告示示  

一般建築物で延面積が 1,000 ㎡を超える場合には，火災が容易に燃え広がらな

いように防火壁を設置することが義務づけられている（法第 26 条）。しかし，畜

産施設については，建設地が市街化区域外の場所であるなどの以下に記した一定

基準を満足することで防火壁を設置する必要は無い（施行令第 115 条の２の

２）。 

防火壁の設置が不要とされる条件は以下の通りである。 

①２方向への避難安全性の確保 

  作業者が施設内から容易に避難できるように２箇所以上の屋外への出口を

設け，また，施設内の各部分から避難出口までの歩行経路を確保する。 

②火災の覚知 

  火災の発生を容易に覚知できるよう，間仕切壁を設ける場合は開口部を設

ける。間仕切壁に開口部を設けることが出来ない場合は，内部作業者が火災

の発生を容易に覚知できるよう，火災発生を有効に感知して警報を発する装

置を設ける。 

③適用対象外となる用途 

  火災となった場合に避難が困難となることを避けるため，以下に利用する

施設は対象外となる。 

a)不特定多数の利用が見込まれる販売所，集会場。 

b)火災発生の覚知が遅れる恐れの高い寝室や宿直室などの就寝に利用する。 

c)火災発生の恐れが高い調理室，浴室などの火気を使用する用途に利用す

る。 

  なお，哺育用の加温機などは，火気を使用する用途から除外できる。 

④延焼防止 

  基本的には，近隣への延焼防止対策として，畜舎などから 20ｍ以内に畜舎

など以外の建築物を設けてはいけない。 

しかし，a)階数が１，b)市街化区域以外に建設する，の２条件を満足する

畜舎などについては，他の建築物や工作物と離す距離が６ｍで良いとされて

いる。なお，当該畜舎などに付属する不燃性を有する材料（スレート，鉄

鋼，ガラスなど）で造られた建築物については，これらの距離基準の確保が

適用されない。 

また，畜舎や堆肥舎について，木造部分の延面積が 1,000 ㎡を超える場合の畜

舎などの周辺には幅員３ｍ以上の通路を設ける。さらに，同一敷地内に２以上の

畜舎などが有る場合で，これらの延面積の合計が 3,000 ㎡を超える場合は延面積
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の合計 3,000 ㎡以内ごとに区画し，道路や隣地境界線に接する部分以外の区画周

囲に幅員６ｍ以上の空地となる通路を設ける。 

なお，上記した３ｍや６ｍの規定された距離は，関係する畜産施設における庇

などの先端部分が離れている距離であり，施設間の壁の距離では無いため注意が

必要である。 

 

（（22））小小屋屋裏裏隔隔壁壁のの設設置置をを要要ししなないい畜畜舎舎等等のの基基準準をを定定めめるる告告示示  

一般建築物では，建築面積が 300 ㎡を超える建築物の小屋組が木造の場合に

は，火災が容易に燃え広がらないよう，桁行間隔 12ｍ以内ごとの小屋裏に耐火構

造もしくは準耐火構造の隔壁または両面を防火構造とした隔壁を設けること（施

行令第 114 条第３項）とされている。 

しかし，畜舎や堆肥舎については，前項の防火壁の設置不要と同様の一定基準

を満足させることで，小屋裏隔壁を設置する必要はない。 

 

（（33））高高いい開開放放性性のの簡簡易易なな建建築築物物，，不不燃燃性性物物品品をを保保管管すするる倉倉庫庫等等にに関関すするる告告示示  

   あまり壁が設置されていない高い開放性を有する畜舎や堆肥舎については，防

火上支障の無い構造として｢簡易な構造の建築物に対する制限の緩和｣(法第 84 条

の２，施行令第 136 条の 9，10 他)により，隣接する施設から延焼の恐れが無い

３ｍ以上離れていることで，難燃材料，ポリカーボネート板，防炎二級試験に合

格したフィルムなどの規定を満足する屋根や壁仕上げ材料が使用できる。 

この場合の高い開放性は，高さ 2.1ｍ以上の壁の無い部分の長さが，施設の外

周長さの 1/4 以上とされている。少なくとも一方向は堆肥搬入のために全面開放

されている堆肥舎については，一般的に使用されている材料が問題無く使用でき

る。しかし，大規模堆肥舎で，中央通路の両側に多くの壁を設置し，両端部の出

入り口の幅が狭く，壁の上部にしっかりした木造壁を設けた場合などは，適応が

難しくなるために注意が必要である。 

   また，火の粉が飛来し，屋根仕上げ材が抜け落ちて内部に落下しても，内部の

物品が不燃性の場合は火災が広まる恐れが無いことを考慮した｢不燃性の物品を

保管する倉庫に類する用途を定める件｣(告示第 693 号)により，畜舎や堆肥舎に

ついては屋根仕上げ材に対する制限が緩和されている。これにより，一定の試験

に合格して認定を受けた樹脂波板やフィルムなどは，主要部材を鉄骨造とした場

合，一般的な防火規定が適用される地域でも使用できる。なお，水分量が少なく

なって来た堆肥は可燃物へと変化するため，施設内の堆肥の水分量に応じた屋根

仕上げ材を選択する必要がある。 

 

（（44））工工作作物物にに該該当当すするるもものの  

  

― 209 ―― 208 ―



- 210 - 
 

機械で自動的に堆肥化を行うための装置を設けるなど，内部に人が立ち入ら

ないことが明らかな密閉型発酵槽などについては，「建築物」としての規制は受

けない。 

 

   法第 88 条，政令 138 条に基づき，「貯蔵槽その他これらに類する施設」は工作

物と指定されており，従来からサイロは明示的に「建築物」としての適用を受け

るものから除外されていた。 

「家畜排せつ物処理・保管施設」についても，密閉型発酵槽の他，家畜排せつ

物の切返し作業をスクープ式（エスカレーター式のキャタビラーが回転して攪拌

するもの），ロータリー式（ロータリートラクターの回転部分のようなドラムが

回転して撹拌するもの）などの，機械で自動的に堆肥化を行う装置のみを設けた

施設で，以下の３条件を満足する内部に人が立ち入らないことが明らかなものも

「貯蔵槽その他これらに類する施設」にあたるとして，「建築物」としての規制

は受けないこととなっている。 

   ①内部に堆肥（家畜排泄物）などを貯蔵するもの。 

   ②内部に堆肥などを投入する場所，排出する場所などの必要最小限の部分を除

き，密閉されている。（上面および側面が樹脂板などで覆われている。） 

   ③内部が堆肥などで満たされる構造となっており，堆肥スペースと柱との間の

間隔を建設上最小限（作業スペースなどの床面が無い）とし，かつ，切返し

などの作業が機械化されていることで，内部に人が入って作業する必要が無

い構造となっている。（投入口にローダーなどの作業スペースが無い。） 

この施設に対して構造計算を行う必要が生じた場合は，特定畜舎等に関する告

示の施設区分の堆肥舎に準じて求めた荷重を採用してよい。なお，この様な施設

においても，高さが８ｍを超える場合は「準用工作物」となり，確認申請・構造

計算が義務づけられる。 

 

３３．．構構造造設設計計にに関関すするる基基礎礎事事項項  

１１））堆堆肥肥のの堆堆積積にによよるる圧圧力力（（堆堆積積圧圧））  

 

堆肥の堆積によって堆肥化施設の周辺壁に作用する圧力（堆積圧）は，土質

工学分野で確立されている擁壁設計手法を適用して算定する。 

 

  堆肥化施設の発酵槽は，高さ２ｍ程度の鉄筋コンクリート造またはコンクリート

ブロック積みの壁で周辺を囲んだ形式をとることが通常である。周辺壁の強度設計

にあたっては，まず堆肥の堆積によって壁へ作用する圧力（堆積圧）を考慮する必

要がある。 

  堆肥は通常の無機質の土と比べれば，高水分，軽量，高圧縮性，低強度という特

性があるものの，土質工学分野で扱う有機質の腐植土に類似した物性値を示す。こ
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のため，土質工学分野で確立されている擁壁設計手法が適用できると判断されてい

る。これより，壁面に作用する堆積圧は次のように算定できる 2)。 

 

   ＰＡ＝1/2×ＫＡ×γ×Ｈｍ
２  (ＰＡの作用点は底面より鉛直上方Ｈｍ/3 の位置） 

     ここに，ＫＡ＝tan２(45°－φ/2) 

         Ｈｍ＝Ｈ０－Ｚ０ (ただし，Ｈｍ≧０) 

         Ｚ０＝2Ｃ/γ×tan(45°＋φ/2) 

      記号 

       ＰＡ：堆積圧（単位幅当りの合力）(kN/ｍ) 

ＫＡ：主働土圧係数 

       φ：内部摩擦角 (°) 

       γ：単位体積重量（堆肥密度）(kN/ｍ３) 

       Ｈｍ：堆肥堆積高さ (ｍ) 

       Ｈ０：壁の鉛直高さ (ｍ) 

       Ｚ０：鉛直自立高さ (ｍ) 

       Ｃ：粘着力 (kN/㎡) 

 

   堆積圧の算定に必要な，堆肥の密度γ，粘着力Ｃ，内部摩擦角φの測定例を表

４－３－１に示す。これら堆肥の物性値に関する報告は極めて少なく，実際の堆

肥は，畜種や副資材の混合割合などが異なることによって，より広範囲な値を示

すことが予想される。しかし表の値は水のメニスカスによる見かけ上のせん断抵

抗力の発生がない飽和条件の３軸圧縮試験で得られた値である。実際の堆肥化施

設では，堆肥が雨水などで飽和するとは考えにくく，表から圧力値が最も大とな

る物性値をもとに堆積圧を見積もっておけば，ほとんどの堆肥について十分に安

全側である。 

表４－３－１のうち，壁面に作用する圧力値が最も大となる物性値（密度：γ

＝11.0 kN/ｍ３，粘着力：Ｃ＝3.9 kN/ｍ２，内部摩擦角：φ＝15°)を採用して高

さ 2.5ｍの壁面に作用する堆積圧を算出すると， 

 Ｚ０＝2Ｃ/γ×tan(45°＋φ/2)＝2×3.9/11.0×tan(45°＋15/2)＝0.92(ｍ) 

 ＫＡ＝tan２(45°－φ/2)＝tan２(45°－15/2)＝0.589 

 Ｈｍ＝Ｈ０－Ｚ０＝2.50－0.92＝1.58 (ｍ) 

 ＰＡ＝1/2×ＫＡ×γ×Ｈｍ
２＝1/2×0.589×11.0×1.58２＝8.09 (kN/ｍ) 

となる。この値は，砂（ＰＡ＝19.4 kN/ｍ）などに比べて 1/2 以下と小さな値と

なっている。 

 

表４－３－１ 堆肥の物性値例３） 

畜 種 副資材 
水分 

(％) 

初期密度 

(kN/ｍ３) 

3m 堆積密度＊１

(kN/ｍ３) 

粘着力Ｃ 

(kN/ｍ２) 

内部摩擦角φ 

(°) 

乳 牛 モミガラ 78.0 6.5 8.4 15.7 15.8 
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71.2 6.5 8.3 14.7 14.6 

69.2 4.2 5.3 4.9 19.8 

乳 牛 オガクズ 

77.9 6.1 8.6 7.9 22.0 

70.8 3.8 5.0 6.9 21.7 

47.0 3.3 4.4 6.9 24.3 

乳 牛 戻し堆肥 

76.6 8.7 11.0 3.9 21.4 

55.6 6.1 8.0 3.9 22.6 

39.3 2.7 3.3 5.9 20.1 

肉 牛 オガクズ 

72.0 6.2 8.8 4.9 24.0 

72.9 5.9 7.7 8.8 24.3 

72.3 5.3 6.6 6.9 23.2 

(参考)良く締め固めた砂＊２ 18.6 18.6 0.0 30 

  注）＊1. 堆肥の自重による圧密を考慮した値 

  ＊2. よく締め固めた砂の値は，文献４）より引用 

  ＊3. 密度の単位は，体積圧の計算を考慮したものとした 

（旧マニュアル p81｢表３－６ 堆肥の物性値｣を SI 単位に変換して転載） 

用用語語解解説説  

①内部摩擦角φ：土粒子間の摩擦やかみ合わせの抵抗を角度で表したもの。 

②粘着力Ｃ：土粒子を互いに結合している力。 

 

 図４－３－１ 壁面に作用する堆積圧 

        （旧マニュアル p81｢図３－３ 壁面に作用する堆積圧｣を転載） 

 

２２））作作業業機機にによよるる押押圧圧  

 

ホイルローダなどで切返しを行う堆肥化施設では，切返し作業によって発酵槽

の壁面に作用する圧力（押圧）を考慮して，発酵槽壁の強度設計を行う。 
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堆肥舎のようにホイルローダなどの作業機を用いて切返しを行う堆肥化施設で

は，切返し作業時に作用する圧力（押圧）を考慮する必要がある。発酵槽では，床

面に降ろしたバケットを堆肥に押しつけるようにして堆肥の取出しが行われるた

め，作業機が壁面に近づくと，壁面下部に大きな圧力が作用する。このときの最大

圧力は，作業機の最大けん引力をバケットの前面面積で除した程度の値となる。な

お，押圧が最大となるときには，堆積圧はほとんど作用しないので，押圧と堆積圧

を合わせて見込む必要はない。 

押圧の簡便な見積もり方法として，作業機の進行方向の正面に配置される｢擁壁｣

と，進行方向と平行に配置される｢隔壁｣とした場合のそれぞれについて，底部の圧

力Ｐと圧力作用高さｈを次式のように計算した三角分布圧力として扱うことが提案

されている 3)。 

擁壁： 

ＳＰ１＝作業機の最大けん引力/バケットの前面面積 

     ｈ１＝バケット高さ×1.4 

   隔壁： 

ＳＰ２＝作業機の最大けん引力/バケットの前面面積×0.5 

     ｈ２＝バケット高さ×2.0 

バケットの刃先が擁壁面に直接衝突する場合には，局所的に 0.49～0.59kN/㎝２

もの大きな圧力が作用することが報告されている５）。堆肥搬出の際に，バケットを

下げて比較的低速度で壁面の下部に衝突する場合については，力の作用位置が低く

アーム長が短いため，特別な配慮は必要ないと判断される。しかし運転者の不注意

などで，バケットを持ち上げたまま高速度で壁に衝突するようなことも考えられ

る。このような場合に備えてどれだけの壁強度を確保するかは，壁背面の状況など

を考慮しながら，個別に判断することになる。 

 

 

図４－３－２ 擁壁面への押圧の算定 

（旧マニュアル p82｢図３－４ 擁壁面への押圧の算定｣を転載） 

 

３３））ココンンククリリーートト壁壁のの耐耐久久性性にに影影響響すするる要要因因とと対対策策  
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耐久性に影響する要因には，塩害・中性化などの化学的作用，凍害・すり減り

などの物理的作用がある。特に，塩害や中性化は内部鉄筋の腐食に直接関係する。 

対策としては，適切な鉄筋のかぶり厚さを確保し，密実なコンクリートを打設

した入念な施工をすることである。種々の要因によってコンクリート壁面に生じ

たひび割れの幅が大きい場合は，補修することにより耐久性を保持する。 

 

（（11））耐耐久久性性にに影影響響すするる要要因因  

堆肥舎は通常高さ２ｍ程度の鉄筋コンクリー卜壁を設けた構造である。このコ

ンクリート壁は常時風雨にさらされるほか，堆肥にも直接に接している。このた

め，中性化，塩害などの化学的作用を受けたり，凍害や堆肥切返し作業時の重機

との接触などの物理的作用を受けることによる劣化が徐々に進展すると考えられ

る。 

   堆肥舎コンクリート壁で考えられる主な化学的劣化要因としては 

①空気中の炭酸ガスによるコンクリートの中性化 

②堆肥に含まれる塩素イオン（Cl－）のコンクリート中への浸透 

③堆肥に含まれる塩素イオン以外の化学物質による化学的侵食 

が考えられる。 

   鉄筋コンクリートは，コンクリートがアルカリ性を保っていることで内部の鉄

筋が腐食せず，強度・耐久性が確保されている。上記の要因①はコンクリート内

部への空気，水の浸透を誘発し，要因②は鉄筋表面の皮膜の破壊を発生させ，い

ずれも内部の鉄筋に腐食を生じさせる。 

鉄筋の腐食で生じる“さび”の体積はもとの鉄筋よりも大きいため，膨張圧に

よりコンクリート壁にひびわれが生じる。この場合，コンクリート内部に対する

空気，水の供給が増大し，鉄筋の腐食の進行が加速される。さらに進展すると，

鉄筋断面の減少による耐力低下やコンクリートの剥落などが生じる。 

（（22））築築 1155～～2200 年年のの堆堆肥肥舎舎ココンンククリリーートト隔隔壁壁にに関関すするる実実態態調調査査結結果果６） 

   建築後 15～20 年程度の堆肥舎のコンクリート壁（堆肥舎 13 ケ所，その他１ケ

所）を調査した結果では，鉄筋露出，剥離などの大きな変状は見られなかった。

また，コンクリート中性化の進展度合いは，堆肥の接している内側よりも外側部

が大きかった。しかし，その深さは最大で 20 ㎜程度であり，内部の鉄筋（かぶ

り厚さ 40 ㎜）に影響するまでには至っていなかった。 

   一方，ひび割れは各施設において見られ，その位置は図４－３－３に示すよう

に，コンクリート壁の中央部または壁を三等分した部分の下方から上方に発生す

る事例が多く見られた。これはコンクリートの乾燥収縮，内外温湿度差によるも

のと考えられ，構造上重大な問題となるものではない。ひび割れ幅が小さく

（0.2 ㎜程度以下），深さも小さい（鉄筋に達していない）場合には問題は少ない

が，その幅が大きくて壁を貫通したものも一部に見られ，将来的に鉄筋の腐食等

が危惧される例もあった。 
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   なお，アンモニウムイオン，硫酸イオンなどについては内部への浸透がほとん

どなく，問題のない状態であった。糞尿に含まれる塩分（塩化物イオン）のコン

クリート壁への浸透の程度と中性化などとの関連は，今のところ明らかになって

いない。今回の調査では，塩化物イオンは大半がコンクリート壁表面から内部中

心に向かって減少する傾向にあり，鉄筋位置においては腐食の原因となる濃度に

は至っていなかった。 

   調査した堆肥舎のコンクリート壁は，中性化や塩化物イオンの浸透の程度は少

なく，コンクリートの圧縮強度も非常に大きな値となっており，おおむね良好な

施工・使用状態であったと考えられる。このため，コンクリート壁の設計におい

て通常のかぶり厚さを確保し，入念な施工が行われていれば十分な耐久性を有す

ると考えられる。 

 

図４－３－３ コンクリート壁に発生していたひび割れの位置 

（旧マニュアル p83｢図３－５ コンクリート壁に発生するひび割れの位置｣を転載） 

 

（（33））ココンンククリリーートト壁壁のの耐耐久久性性確確保保ののたためめのの対対策策 

ⅰⅰ))設設計計・・施施工工上上のの留留意意事事項項  

   堆肥舎コンクリート壁の耐久性を高めるためには，物理的作用に強く，塩化物

イオンなどの有害物質が侵入しにくいようにコンクリートを密実にする必要があ

る。このためには，コンクリートの使用材料，配合，設計，施工の各段階で注意

が必要で，特に，以下のような点に留意しながら施工を入念に行う。 

① コストの許す範囲内で，できるだけ水セメント比の小さなコンクリートを

用いる（コンクリートの密実性を増加）。 

② 必要以上に軟らかさや流動性を考えたスランプの大きなコンクリートを使

用しない（単位水量を小さくする）。 

③鉄筋のかぶり厚さは，建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会）に定め

られている値（40 ㎜以上）を下回らないようにする。 
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④コンクリート打設後の養生を入念に行い，なるべく長い間コンクリート表面

を湿潤状態に保つ（５～７日間程度は必要）。特に，暑中（日平均気温 25℃

以上）は表面が乾燥しやすいため，保水マットなどによる湿潤養生を行う。

また，寒中（日平均気温４℃以下）は硬化前に凍結するのを防ぐために，保

温養生などを行う。 

⑤コンクリートは連続して打ち込むことが望ましい。やむを得ず中断する場合

は，打設再開時に打設済みコンクリート表面のレイタンス（コンクリート内

の微細粒子が浮上して形成された軟弱層）除去などの打ち継ぎ目処理を確実

に行う。 

ⅱⅱ))維維持持管管理理上上のの留留意意事事項項  

   耐久性に影響を与えるひび割れは，化学的作用のほかに乾燥収縮，温度，構造

的破壊といった多種多様な原因により発生する。このため，一般的にコンクリー

ト壁構造物にひび割れを全く生じさせない施工は極めて困難である。そのため，

構造上重大な問題とならない程度の劣化は許容し，日常の維持管理のなかで点

検，補修などを行うことによって耐久性を確保することが重要である。 

   例えば，ひび割れが進行し，壁を貫通して外側まで達している状態になったも

のは，空気や堆肥の水分などがコンクリート壁に浸透して鉄筋を腐食させ，壁の

安全性を低下させる恐れがある。また，ひび割れ幅が１㎜を超えるような場合

は，ひび割れが内部鉄筋の位置まで達している可能性が大きく，鉄筋腐食の進行

が速いと考えられる。このような時は，強度や耐久性を維持するための早急な補

修が必要である。 

   耐久性を確保するためには，ひび割れが進行して幅 0.5 ㎜程度以上に大きくな

る前に，市販のセメント系材料や樹脂系材料などをひび割れ部に圧入して，こま

めに補修を行うことが有効である。 

用用語語解解説説  

①中性化：コンクリートが空気中の炭酸ガスの作用によりアルカリ性を失う

こと。空気・水を通しやすくなるため，内部鉄筋の腐食の原因となる。 

②塩害：コンクリート中の塩化物イオンによって鉄筋が腐食し，コンクリー

トがひび割れ，剥離などの損傷を受けること。 

③かぶり厚さ：コンクリートの表面から内部の鉄筋表面までの最短距離。 

④水セメント比：打設しようとするコンクリートの水とセメントの質量比

（％）。 

⑤スランプ：まだ固まらないコンクリートの柔らかさの程度を示す指標（柔

らかいと大きな値となる。㎝で表示し，標準値は 10～15 ㎝)。 

⑥養生：コンクリート打設直後の一定期間，適当な温度・湿度を保つととも

に有害な作用から保護すること。 

 

４４．．堆堆肥肥化化施施設設（（建建屋屋））のの構構造造  

１１））擁擁壁壁··  隔隔壁壁のの構構造造  
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・擁壁や隔壁の設計は，堆肥の性状や切返し機械による荷重を考慮して行う。 

・擁壁の構造は下部を鉄筋コンクリート造，上部をコンクリートブロック造，

隔壁の構造はコンクリートプロック造とし，その周辺部はコンクリート補強

以上の構造とする。 

・擁壁や隔壁の鉄筋かぶり厚さは 40 ㎜以上とする。 

 

  堆肥化施設に設けられる壁には，擁壁（作業機の進行方向の正面に配置される

壁）や隔壁（作業機の進行方向と平行に配置される壁）がある。それらの構造は，

鉄筋コンクリート造あるいはコンクリートブロック造が主であり，堆肥舎の壁全体

を同一の構造としている施設もあれば，擁壁と隔壁とで異なった構造を採用してい

る施設もある。また，壁の下部（壁高の約 1/2 以下）を鉄筋コンクリート造，上部

をコンクリートプロック造などのように２種の構造を組み合わせた施設もあり，擁

壁と隔壁の構造のみならず，それぞれの壁厚や配筋方法も堆肥舎によって異なって

いる。 

  これは，今までは壁に作用する堆肥積み上げにともなう水平力に対する構造計算

の方法が，建築などと同一の擁壁計算式の使用で問題はないが，その計算式に使用

する堆肥の密度（γ），粘着力（Ｃ）,内部摩擦角（φ）の物性値が不明確なため，

堆肥の物性値を土砂と同様と想定するなどの安全性への配慮が大きく異なっていた

ことが主な原因と考えられる。 

  各地の堆肥舎事例調査結果では，例えば鉄筋コンクリート造の擁壁の場合で最も

強度が高い壁の配筋状況は，壁厚 t＝25 ㎝，鉄筋 D13＋D16－15 ㎝間隔のダプル配

筋（直径 13 ㎜と 16 ㎜の鉄筋が交互に 15 ㎝間隔に壁の外側と内側へ二重に配筋）

であった。反対に強度が低い壁の配筋状況は，壁厚 t＝12 ㎝，鉄筋 Dl0－20 ㎝間隔

のシングル配筋（直径 10 ㎜の鉄筋を 20 ㎝間隔に一重で配筋）であった。この両者

の壁構造の配筋状況による強度の差を壁下部の曲げモーメントに相当する数値で比

較すると，低い強度に対して高い強度は 12 倍にもなっている。コンクリートブロ

ック造の壁も含めると，堆肥舎の壁強度の差はさらに広がることが予想される。 

  前節で記した堆肥の諸性状と構造計算式を基に，堆肥舎に使用する機械などの実

状も考慮した構造計算を行うことで，必要強度を確保した低コストな擁壁・隔壁の

構造となる。 

  なお，擁壁（作業機の進行方向の正面に配置される壁）は堆肥の切返し作業にと

もなう押圧力が作用するとともに，切返し作業時の機械の衝突などを考慮すると，

少なくとも擁壁の下部は鉄筋コンクリート造，上部はコンクリートブロック造以上

の構造とすることが望ましい。 

  また，隔壁（作業機の進行方向と平行な側面に配置される壁）は，堆肥の積み上

げによる水平力が主として作用するが，堆肥の自立高さが相当の寸法となる。この

ため，作用する力が小さいと判断され，隔壁の構造はコンクリートブロック造でも

良いと思われる。しかし，堆肥の切返し作業時には，バケットの上げ下げや機械の

旋回，前後進などにより隔壁への衝突がかなりの頻度で生じてしまうことも予想さ
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れる。このため，多少の衝突を受けた程度では壁の損傷は少なく，また，破損や剥

離などを生じさせないためにも，隔壁の構造強度に関係なく壁の通路側端部より 40

㎝程度（ブロック幅一枚程度）は鉄筋コンクリート造の壁とし，隔壁端部の強度を

上げた方が良い。 

  配筋方法については，鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは鉄筋の防錆や強

度確保などを考慮して建築学会の仕様書などで定められている。例えば，建築学会

の仕様書では，一般的な部分のかぶり厚さの最小値は 30 ㎜であるが，土に接する

部分では場所によって 40～60 ㎜と異なっており，特に摩耗や化学作用を受ける箇

所のかぶり厚さは別途に考慮することになっている。 

  建築後ほぼ 15～20 年を経過した堆肥化施設の壁について，コンクリートの中性

化深さや鉄筋の錆発生の状況，塩化物などの腐食性物質の浸透の影響を調査した結

果は，塩化物イオンが浸透して鉄筋の腐食限界値を超す深さは 40～50 ㎜程度であ

った。この計測値は，外気と接触する外壁面以下の数値であり，堆肥はコンクリー

トに特別に害を及ぼすことは少ないことが確認されている。このため，擁壁・隔壁

の配筋は一般建築物と同程度の 40 ㎜が確保されていれば問題はない。 

  これより，堆肥舎の実情を考慮した壁構造は，強度を満足しているのであれば，

壁厚は 15 ㎝程度とし，配筋もシングルとしてかぶり厚さ確保に無理のないものが

良いといえる。壁厚を 18～20 ㎝程度としてダブル配筋とした壁の場合は，施工時

の不備が生じやすく，壁の強度を支配する外側縦配筋のかぶり厚さが少なくなり，

ひび割れが発生しやすい状況となり易い。堆肥舎調査でも，厚い壁構造となってい

るが縦配筋の間隔毎にひび割れが生じて，廃液が割れ目から滲み出ている堆肥舎も

見られた。壁の強度を確保するためにダブル配筋とした場合は，特にかぶり厚さの

確保に注意する必要がある。 

 

２２））上上屋屋のの構構造造  

 

・堆肥舎の屋根形状は，舎内換気が良好な形式を選ぶ。 

・柱梁の使用材料にかかわらず，母屋・胴縁には木材を使用する。 

・間口の広い場合は，柱間隔 15ｍ以下となるように中柱を設置する。 

 

  堆肥舎には，雨よけのために上屋を設置する必要がある。上屋の柱や梁の構造

は，堆肥の発酵による化学物質による腐食が心配されるが，木造に限らずとも，し

っかりとした防錆処理が施された鉄骨造であれば問題は少ない。柱や梁材の強度な

どからみて，奥行き寸法または間口寸法が５ｍ以下の場合は木構造が，それ以上の

場合には軽量Ｈ形鋼構造（使用板厚が 3.2～6.0 ㎜程度の薄い鋼材）が，さらに 10

ｍ以上で中柱を設けない場合には重量Ｈ形鋼構造（使用板厚が 6.0 ㎜以上の比較的

厚い鋼材）の使用が適している。 

なお，母屋や胴縁などに薄板（1.2～1.6 ㎜程度）の軽量鉄骨部材を使用すると，

数年で元の部材形状が解らなくなるほど錆による断面欠損が大きく生じる危険性が
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ある。このため，柱や梁の材料にかかわらず，母屋や胴縁などには木材を使用した

方が優位である。なお，木材を使用した場合でも，釘や接合金具の錆への配慮は必

要である。 

  堆肥舎の屋根形状は，小規模な堆肥舎の場合は片流れ屋根，大規模な場合は切妻

屋根が一般的である。どちらの屋根形状の場合でも，内部換気が十分となるような

配慮が必要である。切妻屋根の場合は，中央棟部にベンチレータを設けている施設

も見られるが，棟部に小屋根が付いたモニター形式や棟部が片方へズレているセミ

モニター形式屋根も有効である。なお，セミモニター屋根の場合は，建設地の強風

が吹く方向を良く確認して，屋根の開口方向が強風方向と反対となるようにする必

要が有る。堆肥投入口が高くなっている片流れ屋根形式の場合では，屋根と垂れ壁

との間にスリットを設けると換気状態が良い。堆肥舎内部の換気が良好であれば，

鉄骨部材の錆発生状況も極めて少ないことが確認されている。 

  上屋の間口寸法は，左右に処理槽を設けた中央通路とした場合，20～25ｍ程度に

もなってしまう。これだけの間口寸法の構造とした場合は，特定畜舎等建築物に関

する告示による各種荷重の低減が適用されないため，詳細に検討した方が良い。こ

れらの堆肥舎の上屋をできる限り低コストとするためには，山形ラーメンの様な主

構造に（ア）タイバー付き，（イ）中柱設置，とすることが有効である。この２通

りの方法のうち，（ア）の方法は上屋構造と擁壁・隔壁構造を完全に別な構造のも

のとして処理することが可能であり，例えば隔壁がコンクリートブロック造のみの

構造であっても問題は無い。（イ）の方法は多雪地域などにおいて特に有利な構造

であり，外側柱と内側柱（中柱）の間隔を 15ｍ以下とすることで特定畜舎等建築物

に関する告示で定められた緩和された荷重も適用できる。この構造方法を採用する

ことで建設費が約 10％以上も低減されるが，中柱の設置位置と隔壁位置を揃えるな

どの調整が必要である。また，隔壁をコンクリートブロック造とした場合では，少

なくとも中柱の脚部付近は鉄筋コンクリート造とし，さらに隔壁の上部や端部を鉄

筋コンクリート造で枠囲みした構造とし，中柱の負担する軸力やそれにともなう水

平力を処理する必要がある。 

  堆肥舎は，収容する堆肥の量によって一槽の大きさや槽の個数が決定され，あわ

せて，中央通路幅や建物全体寸法などが作業機械の大きさなども考慮して決められ

る。一槽当りの各部寸法については，高さは発酵の効果に対する配慮より２ｍ程度

が多く，これを基に奥行きや幅が検討されている。軒高は，堆肥を堆肥舎へ搬入す

る際の作業機の大きさ（高さ）に合わせた 3.5ｍ以上としている施設が多い。しか

し，中央通路の幅はあまり検討されていない例も見られ，中央通路側の隔壁端部に

は，作業機を回転した際にぶつかった損傷キズが多く見られる。通路幅と使用する

作業機の寸法や回転性能などの関係について，事前に調査・検討し，適切な各部寸

法を採用する必要がある。特に，堆肥の軽い比重を考慮してバケットをサイズアッ

プした作業機の場合は，バランスや回転性能などが通常の資料と異なると考えられ

るため，配慮が必要である。 

 

３３））屋屋根根・・壁壁のの仕仕上上げげ材材料料  
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堆肥舎では，防火上支障のない範囲で，屋根や壁仕上げ材に堆肥の乾燥を促

進させる透過性の良い材質の硬質塩化ビニル波板(畜産波板)，ふっ素樹脂フィ

ルムなどを使用する。また，延べ面積が 3,000 ㎡以内の場合には，平成 12 年建

設省告示第 1443 号第三に規定する樹脂板などの仕上げ材を屋根や壁に使用す

ることができる。 

多雪区域の屋根仕上げ材には，雪の滑落し易い材質，止め方法を選択する。 

 

堆肥舎の屋根仕上げ材には，堆肥の乾燥を促進するために太陽光線の透過の良い

硬質塩化ビニル波板(畜産波板)，ガラス繊維強化アクリル板，ポリカーボネート

板，ポリエステル板・ポリエステルフィルム，ふっ素樹脂フィルム材質を使用する

施設が多い。発酵や乾燥用の園芸用パイプハウスなどを使用した堆肥舎では，プラ

スチックフィルムが多く使用されている。内部で切返し作業を行う堆肥舎の場合で

は，硬質樹脂板の使用が多いが，温暖地域ではスレート仕上げの施設もある。 

堆肥舎は，堆肥の発熱により雪の滑落が生じ易いため，特に多雪区域では，雪の

滑落を阻害することのないように，仕上げ材の止め方法へも配慮する。また，滑落

した雪がたまると，屋根雪の 滑落が阻害されるとともに施設をサイドから押す側

圧が大きな値となるため，堆肥舎側面の除雪へも配慮する必要がある。 

堆肥舎は，家畜に比較して価値が極めて低い家畜排せつ物を処理・保管する施設

であり，臭気などの関係から他の施設より離して設置されることが多く，延焼のお

それがほとんど無い施設である。このため，堆肥舎（木造以外も含む）について

は，家畜排せつ物の乾燥•発酵を促進させる太陽光を採り入れられる平成 12 年建設

省告示第 1443 号第三に規定する樹脂板などの仕上げ材を屋根や壁に使用しても良

いとされている。なお，堆肥舎として仕上げ材の緩和が適用される面積は，建築基

準法施行令第 136 条の 9「簡易な構造の建築物の指定」の適用範囲で規定されてい

る延べ面積 3,000 ㎡以内である。 

また，堆肥舎は，｢不燃性の物品を保管する倉庫等｣に該当するとされており、防

火上支障のない範囲で各種の樹脂板やフィルムを使用することができる。しかし、

堆肥の水分量が少なくなってきた物は可燃物へと変化するため，どれ程の水分状態

の堆肥を処理する施設であるかに注意して仕上げ材を決定する。 

 

４４））基基礎礎・・床床••  そそのの他他  

 

・基礎は，上部荷重の他，壁の曲げも考慮して設計する。 

・土間スラブは，10 ㎝程度の厚さで最小限の配筋とする。 

 

  堆肥舎の基礎構造は，木造の場合は布基礎，鉄骨造の場合は独立基礎とする事例

が多い。また，擁壁・隔壁の基礎についても，多くの施設で壁下部に布基礎が設置

されている。しかし，壁下部へ作用する曲げモーメントを完全に処理できている事
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例は少なく，低い強度仕様の場合では，壁用の基礎を設けずに，鉄筋コンクリート

土間スラブが補強も無しに基礎の代用となっている事例も見られる。土間スラブを

基礎の代用とする場合では，壁からある範囲の土間スラブの厚さを増して鉄筋補強

した構造とする配慮が必要である。 

  一般的な土間スラブは，10 ㎝程度の厚さとして最小限の配筋をしておくことが望

ましい。また，大きな床面積となる場合は，適切な区画で目地切りを設けてコンク

リートの収縮によるひび割れへ対応させると共に，目地部分へも地域の状況に応じ

た適切な施工を考慮する必要がある。寒冷地では，凍上に対処するための方策を充

分に講じておく必要がある。 

床面に堆肥化を促進させるためのブロワーなどを設置する場合は，床ピット部の

折れ曲がり部分には鉄筋を連続させた配筋方法を採用して，当該部分にひび割れが

生じにくいようにしておく必要がある。 

 

５５．．堆堆肥肥化化施施設設（（建建屋屋））のの設設計計事事例例  

１１））擁擁壁壁・・隔隔壁壁のの構構造造計計算算事事例例  

  堆肥化施設の擁壁（作業機の進行方向の正面に配置される壁）や隔壁（作業機の

進行方向と平行に配置される壁）について，堆肥化施設壁構造の設計方法による長

期荷重と短期荷重および断面算定の計算方法を以下に例示する。なお，擁壁および

隔壁の壁長は施設によって大きく異なる。このため計算方法は，下記に示した壁底

部を固定支持とした片持壁部材と見なし，壁の単位長さ当りについての三角分布形

状の荷重・応力および配筋量を計算した。間口が狭い堆肥化施設の擁壁の場合は，

設計方法による荷重状態はそのままとして，壁の支持状態を上辺自由支持，両側辺

と下部の三辺を固定支持とした条件での計算も可能である。 

なお，この設計方法は堆肥に関する荷重のみを考慮しており，堆肥化施設の建屋

を壁が支持した場合の荷重および作業機による衝突荷重などは考慮していない。こ

れらの荷重については，さらに別途の検討が必要である。 

  長期荷重の計算式（堆肥堆積時の荷重） 

   壁底部の圧力 ＬＰ０＝Ｋ×γ×ｈ 

    ここに，壁底部の圧力：ＬＰ０（kN/㎡） 

        土圧係数  ：Ｋ＝0.50 

        堆肥密度  ：γ＝7.0（kN/ｍ３） 

        圧力作用高さ：ｈ＝壁高×0.5（ｍ，三角分布荷重の頂点の高さ） 

  短期荷重の計算式（堆肥切返し時の荷重） 

   擁壁底部圧力 ＳＰ１＝作業機の最大けん引力/バケット前面面積×1.2 

            （kN/㎡，1.2 は安全率） 

   圧力作用高さ ｈ１＝バケット高さ×1.4 

            （ｍ，三角分布荷重の頂点の高さ） 

   なお，隔壁に作用する荷重（ＳＰ２）は擁壁の荷重値の 1/2 とする。 

  設計事例は，堆肥の堆積高さおよび擁壁と隔壁の構造を変化させた場合の４事例

について行っている。この他の，擁壁は鉄筋コンクリート壁，隔壁はコンクリート
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ブロック壁などと本事例と異なった構造を組み合わせた場合は，壁高さが同一条件

の２種の事例をもとに，それぞれの壁設計方法を採用すれば良い。 

 

((11))設設計計例例ⅠⅠ（堆積高さ 2.0ｍで擁壁・隔壁とも鉄筋コンクリート壁の場合） 

設計条件：堆積高さ Ｈｍ＝2.0 ｍ 

     擁壁構造 鉄筋コンクリート造，壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

     隔壁構造 鉄筋コンクリート造，壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

      使用機械 ホイルローダＷＡ40 形 

           エンジン出力 37PS，最大けん引力 Ｐ＝35.3kN(3,600kgf) 

           バケット面積 Ａ＝幅 170 ㎝×高さ 70 ㎝ 

①長期荷重の応力計算（擁壁，隔壁とも同一条件となる） 

作用壁高 ｈ＝Ｈｍ×0.5＝2.0×0.5＝1.0 ｍ 

この場合の壁底部に作用する荷重は 

   ＬＰ０＝Ｋ×γ×ｈ＝0.5×7.0×1.0＝3.50 kN/㎡ 

単位壁長さ当りの長期荷重は 

   ＬＰ＝3.50 kN/ｍ 

壁底部の単位壁長さ当りの長期曲げモーメントは 

   ＬＭ＝(ＬＰ×ｈ)/2×ｈ/3＝(3.50×1.0)/2×1.0/3＝0.583 kN･ｍ 

②短期荷重の応力計算（擁壁と隔壁で荷重が異なる） 

イ）擁壁の荷重と応力 

作業機の単位面積当りの圧力をもとにした擁壁底部の圧力は 

    ＳＰｏ＝Ｐ/Ａ×1.2＝35.3/(1.70×0.70)×1.2＝35.6 kN/㎡ 

擁壁の単位壁長さ当りの短期荷重は 

ＳＰ１＝35.6 kN/ｍ 

また，荷重の作用高さは 

ｈ１＝バケット高×1.4＝0.70×1.4＝0.98 ｍ 

擁壁底部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

    ＳＭ１＝(ＳＰ×ｈ)/2×ｈ/3＝(35.6×0.98)/2×0.98/3＝5.70 kN･ｍ 

ロ）隔壁の荷重と応力 

隔壁に作用する荷重と応力は擁壁の 1/2 である。 

隔壁の単位壁長さ当りの短期荷重は 

ＳＰ２＝ＳＰ１×O. 5＝35.6×O.5＝17.8 kN/ｍ 

隔壁底部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

ＳＭ２＝ＳＭ１×0.5＝5.70×0.5＝2.85 kN･ｍ 

③壁の断面算定 

イ）擁壁の断面計算 

短期応力と長期応力×1.5 の大小を比較し，設計応力を決める。 

ＳＭ１＝5.70 kN･ｍ ＞ ＬＭ＝0.583×1.5＝0.875 kN･ｍ 

   これより，短期応力 sＭ１＝5.70 kN･ｍ＝570 kN･㎝にて計算する。 

壁厚Ｄ＝15 ㎝への配筋はかぶり厚さを考慮して壁中央のシングル配筋とする。 
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ｄ＝8.0 ㎝,ｊ＝7/8×ｄ＝7/8×8.0＝7.0 ㎝ 

使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 

    ａｔ＝ＳＭ１/(Ｓfｔ×ｊ)＝570/(29.5×7.0)＝2.76 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－257 ㎜間隔 Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 

        壁の最小配筋は，コンクリートのひび割れ防止も考慮して D10－250 ㎜間隔

とした。 

ロ）隔壁の断面計算 

短期応力と長期応力×l.5 の大小を比較し，設計応力を決める。 

ＳＭ２＝2.85 kN･ｍ ＞ ＬＭ＝0.583×1.5＝0.875 kN･ｍ 

これより，短期応力ＳＭ２＝2.85 kN･ｍ＝285 kN･㎝にて計算する。 

壁厚Ｄ＝15 ㎝,ｄ＝8.0 ㎝,ｊ＝7.0 ㎝  

使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 

    ａｔ＝ＳＭ２/(Ｓfｔ×ｊ)＝285/(29.5×7.0)＝1.38 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－513 ㎜間隔 Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 

    擁壁と隔壁の配筋詳細を図４－５－１に示す。 

 

 

図４－５－１ 設計例Ⅰの配筋詳細 

（旧マニュアル p88｢図３－６ 設計例Ⅰの配筋詳細｣を転載） 
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((22))設設計計例例ⅡⅡ（堆積高さ 2.0ｍで擁壁・隔壁ともブロック壁の場合） 

設計条件：堆積高さ Ｈｍ＝2.0ｍ 

     擁壁構造 コンクリートブロック造，壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

     隔壁構造 コンクリートブロック造，壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

      使用機械 設計例Ⅰと同機種とする。 

①長期荷重の応力計算 （擁壁，隔壁とも同一条件） 

壁高さが同一のため，設計例Ⅰと同値となる。 

（計算省略） 

壁底部の単位壁長さ当りの長期曲げモーメントは 

   ＬＭ＝0.583 kN･ｍ 

②短期荷重の応力計算 

作業機が同一のため，設計例Ⅰと同値となる。 

（計算省略） 

擁壁底部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

    ＳＭ１＝5.70 kN･ｍ 

隔壁底部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

ＳＭ２＝2.85 kN･ｍ 

③壁の断面算定 

イ）擁壁の断面計算 

設計例Ⅰと同様に，短期応力ＳＭ１＝5.70 kN･ｍ＝570 kN･㎝にて計算する。 

   コンクリートブロック壁の場合は壁中央のみの配筋となる。また，縦筋および

横筋の間隔はブロックサイズ（200 ㎜または 400 ㎜）に合わせたものとする。 

壁厚Ｄ＝15 ㎝，ｄ＝8.0 ㎝,ｊ＝5/7×ｄ＝5/7×8.0＝5.71 ㎝ 

使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 

    ａｔ＝ＳＭ１/(Ｓfｔ×ｊ)＝570/(29.5×5.71)＝3.38 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－210 ㎜間隔 (下部：ｈ＝1.0ｍ以下) 

Ｄ10－200 ㎜間隔，シングル 

(上部：ｈ＝1.0ｍを超える範囲) 

Ｄ10－400 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－600 ㎜間隔，シングル 

        荷重が三角分布のため，縦筋の必要配筋間隔は下部（ｈ＝1.0ｍ以下，荷重

の作用高は 0.98ｍ。）までとし，上部は 2 倍の間隔とした。また，横筋は一

般的なブロック配筋の数値を採用した。 

ロ）隔壁の断面計算 

設計例Ⅰと同様に，短期応力ＳＭ２＝2.85 kN･ｍ＝285 kN･㎝にて計算する。 

壁厚Ｄ＝15 ㎝，ｄ＝8.0 ㎝,ｊ＝5.71 ㎝ 

使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 
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    ａｔ＝ＳＭ２/(Ｓfｔ×ｊ)＝285/(29.5×5.71)＝1.69 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－420 ㎜間隔 Ｄ10－400 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－600 ㎜間隔，シングル 

    擁壁と隔壁の配筋詳細を図４－５－２に示す。 

 
図４－５－２ 設計例Ⅱの配筋詳細 

（旧マニュアル p89｢図３－７ 設計例Ⅱの配筋詳細｣を転載） 

 

((33))設設計計例例ⅢⅢ（堆積高さ 3.0ｍで擁壁・隔壁とも鉄筋コンクリート壁の場合） 

設計条件：堆積高さ Ｈｍ＝3.0ｍ 

     擁壁構造 鉄筋コンクリート造，壁厚Ｄ＝20 ㎝ 

     隔壁構造 鉄筋コンクリート造，壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

      使用機械 ＴＣＭ－820 形 

           エンジン出力 56PS，最大けん引力 Ｐ＝43.6kN(4,450kgf) 

           バケット面積 Ａ＝幅 192 ㎝×高さ 87.5 ㎝ 

①長期荷重の応力計算（擁壁，隔壁とも同一条件となる） 

作用壁高 ｈ＝Ｈｍ×0.5＝3.0×0.5＝1.5 ｍ 

この場合の壁底部に作用する荷重は 

   ＬＰ０＝Ｋ×γ×ｈ＝0.5×7.0×1.5＝5.25 kN/㎡ 

単位壁長さ当りの長期荷重は 

   ＬＰ＝5.25 kN/ｍ 

壁底部の単位壁長さ当りの長期曲げモーメントは 

   ＬＭ＝(ＬＰ×ｈ)/2×ｈ/3＝(5.25×1.5)/2×1.5/3＝1.97 kN･ｍ 

②短期荷重の応力計算（擁壁と隔壁で荷重が異なる） 

イ）擁壁の荷重と応力 
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作業機の単位面積当りの圧力をもとにした擁壁底部の圧力は 

    ＳＰｏ＝Ｐ/Ａ×1.2＝43.6/(1.92×0.875)×1.2＝31.1 kN/㎡ 

擁壁の単位壁長さ当りの短期荷重は 

ＳＰ１＝31.1 kN/ｍ 

また，荷重の作用高さは 

ｈ＝バケット高×1.4＝0.875×1.4＝1.22 ｍ 

擁壁底部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

    ＳＭ１＝(ＳＰ１×ｈ)/2×ｈ/3＝(31.1×1.22)/2×1.22/3＝7.71 kN･ｍ 

ロ）隔壁の荷重と応力 

隔壁に作用する荷重と応力は擁壁の 1/2 である。 

隔壁の単位壁長さ当りの短期荷重は 

ＳＰ２＝ＳＰ１×O. 5＝31.1×O.5＝15.6 kN/ｍ 

隔壁底部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

ＳＭ２＝ＳＭ１×0.5＝7.71×0.5＝3.86 kN･ｍ 

③壁の断面算定 

イ）擁壁の断面計算 

短期応力と長期応力×1.5 の大小を比較し，設計応力を決める。 

ＳＭ１＝7.71 kN･ｍ ＞ ＬＭ＝1.97×1.5＝2.96 kN･ｍ 

   これより，短期応力 sＭ１＝7.71 kN･ｍ＝771 kN･㎝にて計算する。 

壁厚Ｄ＝20 ㎝，ｄ＝15.0 ㎝,ｊ＝7/8×ｄ＝7/8×15.0＝13.12 ㎝ 

（ダブル配筋のため，鉄筋のかぶり厚さを 5 ㎝として計算する。） 

使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 

    ａｔ＝ＳＭ１/(Ｓfｔ×ｊ)＝771/(29.5×13.12)＝1.99 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－357 ㎜間隔 Ｄ10－250 ㎜間隔，ダブル 

横配筋  Ｄ10－250 ㎜間隔，ダブル 

        壁の最小配筋は，コンクリートのひび割れ防止も考慮して D10－250 ㎜間隔

とした。 

ロ）隔壁の断面計算 

短期応力と長期応力×l.5 の大小を比較し，設計応力を決める。 

ＳＭ２＝3.86 kN･ｍ ＞ ＬＭ＝1.97×1.5＝2.96 kN･ｍ 

これより，短期応力ＳＭ２＝3.86 kN･ｍ＝386 kN･㎝にて計算する。 

壁厚Ｄ＝15 ㎝,ｄ＝8.0 ㎝,ｊ＝7/8×ｄ＝7/8×8.0＝7.0 ㎝  

使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 

    ａｔ＝ＳＭ２/(Ｓfｔ×ｊ)＝386/(29.5×7.0)＝1.87 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－379 ㎜間隔 Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 
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横配筋  Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 

    擁壁と隔壁の配筋詳細を図４－５－３に示す。 

 

 

図４－５－３ 設計例Ⅲの配筋詳細 

（旧マニュアル p90｢図３－８ 設計例Ⅲの配筋詳細｣を転載） 

 

((44))設設計計例例ⅣⅣ（堆積高さ 3.0ｍで擁壁・隔壁とも下部は鉄筋コンクリート壁，上部は

ブロック壁の場合） 

設計条件：堆積高さ Ｈｍ＝3.0ｍ 

     擁壁構造 下部（ｈ＝1.0ｍ以下)：鉄筋コンクリート造，壁厚Ｄ＝20 ㎝ 

           上部（ｈ＝1.0ｍを超える範囲)：コンクリートブロック造， 

壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

     隔壁構造 下部（ｈ＝1.0ｍ以下)：鉄筋コンクリート造，壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

          上部（ｈ＝1.0ｍを超える範囲)：コンクリートブロック造， 

壁厚Ｄ＝15 ㎝ 

     使用機械 設計例Ⅲと同機種とする。 

①長期荷重の応力計算 （擁壁，隔壁とも同一条件） 

壁高さが同一のため，設計例Ⅲと同値となる。 

作用壁高 ｈ＝Ｈｍ×0.5＝3.0×0.5＝1.5 ｍ 

壁上部の作用高ｈ'＝ｈ－1.0＝1.5－1.0＝0.5ｍ 

壁底部に作用する荷重は，ＬＰ０＝5.25 kN/㎡ 

底部から 1ｍの壁境界部に作用する荷重は，高さの比例より 

ＬＰ０'＝0.5/1.5×ＬＰ０＝(0.5/1.5)×5.25＝1.75 kN/㎡ 

単位壁長さ当りの長期荷重は， 
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 底部 ＬＰ＝5.25 kN/㎡，壁の境界部 ＬＰ'＝1.75 kN/㎡ 

壁底部の単位壁長さ当りの長期曲げモーメントは 

   ＬＭ＝(ＬＰ×ｈ)/2×ｈ/3＝(5.25×1.5)/2×1.5/3＝1.97 kN･ｍ 

壁境界部の長期曲げモーメントは 

   ＬＭ'＝(ＬＰ'×ｈ')/2×ｈ'/3＝(1.75×0.5)/2×0.5/3＝0.0729 kN･ｍ 

②短期荷重の応力計算 

イ）擁壁の荷重と応力 

作業機が同一のため，設計例Ⅲと同値となる。 

擁壁底部の圧力は ＳＰｏ＝31.1 kN/㎡， 

単位壁長さ当りの短期荷重は ＳＰ１＝31.1 kN/ｍ， 

荷重の作用高さは ｈ＝1.22 ｍ 

 この場合の壁境界部に作用する短期荷重は，前記と同様に比例で求めると 

ＳＰ１'＝0.22/1.22×31.1＝5.61 kN/ｍ 

擁壁底部の短期曲げモーメントは 

ＳＭ１＝(ＳＰ×ｈ)/2×ｈ/3＝(31.1×1.22)/2×1.22/3＝7.71 kN･ｍ 

擁壁境界部の短期曲げモーメントは 

ＳＭ１'＝(ＳＰ'×ｈ')/2×ｈ'/3＝(5.61×0.22)/2×0.22/3＝0.0452 kN･ｍ 

ロ）隔壁の荷重と応力 

隔壁に作用する荷重と応力は擁壁の 1/2 である。 

隔壁の底部と壁境界部の単位壁長さ当りの短期荷重は 

ＳＰ２＝ＳＰ１×O. 5＝31.1×O.5＝15.6 kN/ｍ 

ＳＰ２'＝ＳＰ１'×O. 5＝5.61×O.5＝2.81 kN/ｍ 

隔壁の底部と壁境界部の単位壁長さ当りの短期曲げモー メントは 

ＳＭ２＝ＳＭ１×0.5＝7.71×0.5＝3.86 kN･ｍ 

ＳＭ２'＝ＳＭ１'×0.5＝0.0452×0.5＝0.0226 kN･ｍ 

③壁の断面算定 

イ）擁壁の断面計算 

〔底部〕設計例Ⅲと同様となるため， 計算は省略する 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－357 ㎜間隔 Ｄ10－200 ㎜間隔，ダブル 

横配筋  Ｄ10－250 ㎜間隔，ダブル 

        縦配筋はコンクリートブロック壁との関係を考慮した。 

 

〔境界部〕 

短期応力と長期応力×l.5 の大小を比較し，設計応力を決める。 

ＳＭ１'＝0.0452 kN･ｍ ＜ ＬＭ'＝0.0729×1.5＝0.109 kN･ｍ 

これより，長期応力ＬＭ'＝0.0729 kN･ｍ＝7.29 kN･㎝にて計算する。 

壁厚Ｄ＝15 ㎝，ｄ＝8.0 ㎝,ｊ＝5/7×ｄ＝5/7×8.0＝5.71 ㎝ 
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使用鉄筋を SD295 としたときの単位壁長さ当りの必要配筋量は， 

    ａｔ＝ＬＭ/(Ｓfｔ×ｊ)＝7.29/(19.5×5.71)＝0.065 ㎝２ 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－1,000 ㎜間隔以上 Ｄ10－400 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－600 ㎜間隔，シングル 

 

ロ）隔壁の断面計算 

〔底部〕設計例Ⅲと同様となるため，計算は省略する。 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋 Ｄ10－379 ㎜間隔 Ｄ10－200 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－250 ㎜間隔，シングル 

 

〔境界部〕 

応力の大きい擁壁計算においても配筋量に余裕があるため， 計算は省略する。 

 

位 置 必 要 配 筋 設 計 配 筋 

縦配筋  Ｄ10－800 ㎜間隔，シングル 

横配筋  Ｄ10－600 ㎜間隔，シングル 

    擁壁と隔壁の配筋詳細を図４－５－４に示す。 
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図４－５－４ 設計例Ⅳの配筋詳細 

（旧マニュアル p92｢図３－９ 設計例Ⅳの配筋詳細｣を転載） 

 

 

 

２２））  堆堆肥肥舎舎のの設設計計事事例例  

（（緩緩和和さされれたた荷荷重重低低減減のの数数値値のの採採用用方方法法））  

 

（（11））一一般般区区域域にに建建つつ鉄鉄骨骨造造のの堆堆肥肥舎舎  

§１．一般事項  

１－１ 建物概要  

１） 建設場所：〇〇〇県△△市(市街化区域以外の区域) 

              （垂直積雪量 40 ㎝，基準風速 38 ｍ/sec）  

 ２）用  途：堆肥舎 

 ３）規  模：建築面積 240.0 ㎡  

(間口 12.0ｍ×2 スパン，桁行 3.35×2＋3.30ｍ) 

        階  数 平屋建 

        軒  高 4.10 ｍ 

        最 高 高 7.10 ｍ 

        平 均 高 5.60 ｍ  (Ｈ＝4.10+(7.10－4.10)/2) ｍ 

        柱 間 隔 3.35 ｍ 

 ４）構造概要：構造種別 鉄骨造 

        骨組形式 間口(Ｘ)方向 タイバー付山形フレーム 

             桁行(Ｙ)方向 ブレース構造 

        基礎種別 直接布基礎 

 ５）仕上概要：屋  根 畜産波板 

        外  壁 畜産用フィルム 

床   土間コンクリート 

 ６）略  図：別 紙 

 

１－２ 設計方針 

１）準拠基準，その他 

    ・建築基準法･同施行令，畜舎関連告示 

    ・鋼構造許容応力度設計規準 

   ２）構造計画 

    ・国土交通省告示第 474 号｢特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必

要な技術的基準を定める等の件の告示｣に該当する堆肥舎として計算す

る。 

    ・風荷重はフレーム幅について負担するものとし，地震力は水平力を全体フ

レームで均等負担とする。 
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    ・鉄骨柱脚はピン支承とし，脚部は鉄筋コンクリート造の壁を介して布基礎

で支持する。 

１－３ 使用材料及び許容応力度 

 １）使用材料 コンクリート Fc＝18Ｎ 

        鋼    材 SWH400，SS400 

        鉄    筋 SD295A 

        木    材 杉（母屋，胴縁） 

   ２）許容応力度 

    （省 略） 

 

§２．準備計算  

２－１ 仮定荷重及び外力  

   １）固定荷重 Ｇ 

屋屋  根根 （水平面に対する数値）  

畜産波板        17.0 N/㎡ 

木 母 屋       46.0 N/㎡    → 144.0 ⇒ 150 N/㎡  

鉄骨部材    61.0 N/㎡ 

その他     20.0 N/㎡ 

 

フレーム当りの荷重 Ｇｒ＝150N/㎡×3.35m/1,000＝0.503 kN/ｍ 

 

【内訳】    重量    勾配 

  畜産波板 15 N/㎡×1.12＝16.8 → 17.0 N/㎡ 

            断  面    長さ   重さ     本数 

木母屋 9.0 ㎝×9.0 ㎝×335 ㎝×0.00373N/㎝３×36 本＝3643.7 N 

         負担面積       単位面積重量  

24.0ｍ×3.35ｍ＝80.4 ㎡  3643.7/80.4＝45.3 → 46.0N/㎡ 

       大梁  重量  長さ   本数  負担面積 

(116.7N/m×6.71m×4 本)/(24.0m×3.35m)＝39.0 N/㎡ 

       ﾀｲﾊﾞｰ  重量  長さ  本数  負担面積 

(30.0N/m×4.0m×2 本)/(24.0m×3.35m)＝3.0 N/㎡ 

       桁梁  重量  長さ  本数  負担面積 

(27.0N/m×3.35m×5 本)/(24.0m×3.35m)＝5.6 N/㎡ 

       ﾌﾞﾚｰｽ 重量    長さ   本数  負担面積 

(8.83N/m×7.50m×16 本)/(24.0m×3.35m)＝13.2 N/㎡ 

         鉄骨材の計 39.0＋3.0＋5.6＋13.2＝60.8 → 61.0 N/㎡  

 

壁壁 3.0＋34.8＋10.3＋10.0＝58.1  ⇒ 65 N/㎡ 

フレーム当りの荷重 Ｇｗ＝65 N/㎡×3.35m/1,000＝0.218 kN/ｍ 
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【内訳】 

畜産用フィルム 14 N/㎡/㎜×0.15 ㎜＝2.1 → 3.0 N/㎡      

             重量   長さ   本数   負担面積 

 柱   (116.7N/m×2.0m×3 本)/(2.0m×3.35m×3)＝34.8 N/㎡ 

ﾌﾞﾚｰｽ  (8.83N/m×3.9m×6 本)/(2.0m×3.35m×3)＝10.3 N/㎡ 

その他 10 N/㎡ 

 

２) 積雪荷重Ｓ 

特定畜舎等に関する告示における積雪量と低減の数値を採用する。 

γ：積雪の単位荷重＝20 N/㎡/㎝ (一般区域) 

ｄ：垂直積雪量＝40 ㎝ (市町村の区域に応じて定められた別表の値) 

ＲＳ：施設区分に応じた低減数値＝0.78 (表４－２－２の堆肥舎の値) 

μb：建設区域の冬季平均風速による値＝0.75 

(△△市の冬季平均風速を 3.5ｍ/ｓとし，表４－２－３の 3.0 と 4.0

ｍ/ｓとの平均値を採用。) 

 屋根上の積雪荷重は，以下の数値となる。 

Ｓ＝γ×ｄ×ＲＳ×μb＝20×40×0.78×0.75＝468 N/㎡ 

フレーム当りの荷重 Ｓ＝468N/㎡×3.35m/1,000＝1.568 kN/ｍ 

  

３） 風荷重Ｗ 

特定畜舎等に関する告示における低減の数値を採用する。 

地表面粗度区分はⅢとする。 

地表面 

粗度区分 

Ｚｂ 

(ｍ) 

ＺＧ 

(ｍ) 
α 

Ｇｆ 

Ｈ≦10 10＜Ｈ＜40 40≦Ｈ 

Ⅲ 3 450 0.20 2.5 直線補間 2.1 

      Ｈ＝5.60 ｍ(＞Ｚｂ＝3.0ｍ)，ＺＧ＝450ｍ，α＝0.20，Ｇｆ＝2.5。 

これより， 

Ｅｒ＝1.7×(Ｈ/ＺＧ)
α＝1.7×(5.6/450)0.20＝0.707 

Ｅ＝Ｅｒ
２×Ｇｆ＝0.707×2.5＝1.768 

     速度圧は，基準風速 38 ｍ/sec より 

      ｑ＝0.6×Ｅ×(Ｖ０×ＲＷ)
２＝0.6×1.768×(38×0.85)２＝1107 N/㎡ 

 フレーム当りの荷重 Ｗ＝1107N/㎡×3.35m/1,000＝3.708 kN/ｍ 

 

風力係数 

    （省 略） 

 

４） 地震力Ｋ 

 層せん断力係数は 0.2 とする。 
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 地震力に関する重量 

  屋 根 0.150 kN/㎡×240 ㎡＝36.0 kN 

              側面壁      妻 面 壁 

  壁   0.065 kN/㎡×(2.0/2×10×3＋2.0/2×24.0＋3.0/2×6×4)㎡ 

＝5.85 kN 

    地震力  Ｑ＝Ｗ×Ｚ×Ｒ×Ｃ０＝(36.0＋5.85)×1.0×1.0×0.2＝8.37 kN 

フレーム当りの荷重 Ｋ＝8.37 kN /4 フレーム＝2.093 kN/フレーム 

 

桁行方向（ブレース方向）の地震力 

Ｑ’＝Ｑ×1.5＝8.37×1.5＝12.56 kN 

    １ブレース当りの地震力 Ｋ’＝12.56 kN /6 ブレース＝2.093 kN/ブレース 

 

§３．主フレームの設計 

＜解析ソフトを使用した構造計算，断面設計，基礎設計などは省略を含め検討中＞ 
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 部材リスト  

部 材 名 部材サイズ 

柱，梁 軽量Ｈ形鋼 LH－200×150×3.2×4.5 

タイバー 等辺山形鋼 Ｌ－50×50×4.0 

柱繋ぎ材 軽みぞ形鋼 Ｃ－80×40×2.3 

母屋 杉材    90×90 
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第第５５章章  堆堆肥肥化化施施設設・・機機械械のの維維持持管管理理  

  １１．．定定期期的的なな点点検検とと保保守守管管理理  

 

堆肥化施設・機械の保守管理は、施設・機械の性能・特徴を十分把握した上で、定期点検の励

行と注油を欠かさないことである。また、点検、保守管理作業時は機械の電源を切り安全の確保

に努めることが重要である。 

 

堆肥化施設・機械は、高湿度で腐食性の強い臭気にさらされ極めて環境条件の悪いところ

で稼働しており、整備・点検を必ず実施しないとトラブルが発生しやすくなるとともに、致

命的な故障により長期間運転不能となる場合がある。また、機械の耐久性も想定以上に短く

なることがある。したがって施設・機械の保守管理に注意をはらい、耐用年数を延長させる

とともに、トラブルが少なく、処理作業が順調に行えるよう管理することが大切である。 

保守管理の基本的な点については、各処理施設・機械導入時に提供される取扱説明書を十

分熟読し理解するとともに、その試運転時には実際に保守管理作業を行い、その箇所、方法、

項目等を確認しておくことが重要である。 

 

    １１））点点検検おおよよびび保保守守管管理理作作業業にに当当たたっっててのの基基本本  

この作業にあたってまず優先すべきことは「安全性の確保」である。特に、以下の点に留

意する。 

   （１）点検および保守管理作業前に、装置類の運転を必ず停止する（電源を切る） 

このことは常識的なことであるが、怠りやすいので必ず守ること。とくに保守管理作業場

所と電源の場所が離れている場合に、第三者がスイッチを操作しないように、電源部（配電

盤等）に「保守管理作業中、電源を入れるな！」等と書いた札を下げておくことも重要なこ

とである。また、作業することを他の人（家族・従業員）にも連絡して、作業中であることを

理解させておく必要もある。 

   （２）作業環境の改善を行う 

開放型堆肥化装置の発酵槽の撹拌機が途中で停止し、その原因究明やその除去のためどう

しても発酵槽内に作業者が立ち入らねばならない場合などでは、前記したように電源を切り

装置の運転を停止をすることは当然であるが、堆肥材料から発生する水蒸気と悪臭ガスが作

業環境を悪化させやすく、その改善を図るため外気の新鮮な空気を大量に送り込む必要があ

る。このために開放型堆肥化装置などでは建屋を開放したり、強制換気を行うとともに、消

防等で用いられる排煙装置を利用することも必要である。 

密閉型堆肥化装置の内壁等に堆肥材料が固着した場合には、外部からの除去作業が不可能

であり、どうしても発酵槽内に入らざるを得ない場合は、材料を全て発酵槽の外へ出した後、

必ず送風装置（通気装置）だけ運転して、その内部の環境改善を行ってから作業者が入るよ

うに心掛けるとともに、換気装置を別途設けて新鮮空気を供給しながら作業を行うようにす

る。 

   （３）作業時の服装等を正しく 
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作業を行う場合の服装としては、活動的な服装とし、上着の袖口やズボンの裾をキッチリ

と身体につくものを用いる。また、安全ヘルメット、安全靴等の着用も心掛けて作業上の事

故防止に努める。 

   （４）運転中の機械装置には近づかない 

点検作業でも機械・装置の運転中は絶対に駆動部へ近づいたり、ましてや接触したりして

はならない。運転中は異常音や振動の有無を確認するだけにして、運転停止状態にしてから

その原因究明・修理を行うようにする。 

   （５）施設内の整理整頓に努める 

撹拌機などの装置上に機械部品・工具等が放置されている例が時々見受けられるが、これ

らの不必要なものが何らかの拍子に落下・転倒した折りには作業者に危害をおよぼすので、

日常施設内の整理整頓に努めるように心掛けねばならない。 

以上、この作業を行う場合の原則を記したが、日常の施設・機械の運転作業においてもこ

の安全確保に留意することが望まれる。 

  

    ２２））機機能能別別のの点点検検おおよよびび保保守守管管理理作作業業  

堆肥化施設・機械には種々の機械・装置類が用いられており、それを大別するとホイール

ローダーやコンベアなどの混合搬送装置、撹拌装置、通気装置に区分される。これらの保守

管理作業を必要とする主な堆肥化施設名は表 5-1-1 に示した。 

 

これらの装覆には各種の機械·部品類が用いられているが、駆動装置として、ⅰ)モーター、

ⅱ)減速機、ⅲ)チェーン、ⅳ)V ベルト、ⅴ)軸受等が共通して用いられるものであり、それら

の点検および保守管理作業の例を表 5-1-2 に示した。これらの作業は基本的に守らねばなら

ない事項であり、後述する各箇所別の作業を行う場合も必ずこの表に記載した箇所がある場

合には、その保守管理作業を実施しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

表 ５－１－１ 保守管理作業を必要とする装置名とそ

の有無 

（旧マニュアル p68 表 2-8-1「保守管理作業を必要と

する装置名とその有無」を修正；スクリュー式，クレ

ーン式を追加し密閉横型堆肥化装置を削除） 
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  ３３））共共通通すするる点点検検おおよよびび保保守守管管

理理作作業業  

ここでは各種の堆肥化施設・機械

に用いられているものを混合搬送装

置（荷受装置）、撹拌装置、通気装置、

電気制御装置等に大別してその点検

および保守管理作業内容について、

共通する基本的な事項について説明

するが、施設・機械導入時に提供さ

れる取扱説明書に記載されている作

業内容に加えて実際の保守管理作業

を実施することが望ましい。 

 

   （（１１））混混合合・・搬搬送送装装置置部部  

各処理施設で用いられるこの装置

としては、撹拌・混合機、スクリュ

ーコンベヤ、ベルトコンベヤ、バケ

ットコンベヤ等があるが、これらの

 

 

 

 

 

 

表 ５－１－３ 混合・搬送装置部での保守管

理と点検項目の例 

（旧マニュアル p70 表 2-8-3「混合・搬送装

置(荷受装置)部での保守管理と点検項目の

例」を転載） 

 

 

表 ５－１－２ 駆動部の保守管理と点検項目の例 

（旧マニュアル p69 表 2-8-2「駆動部の保守管理と点検項目の例」を転載） 
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機械類の基本的な順守しなければならない点検および保守管理の事項について表 5-1-3 に示

した。 

 

    （（２２））通通気気装装置置部部  

表 5-1-1 に示したように、この装置は各堆肥化施設に共通する装置であるが、通気型堆肥

舎と開放型堆肥化装置、密閉型堆肥化装置とではその通気方法・装置は大きく異なるので、

ここでは共通する基本的な事項の紹介に止めた。したがって、おのおのの取扱説明書に記載

されている保守管理作業を必ず実施するとともに、表 5-1-4 に示した作業内容も加えて実施

することが望ましい。 

     

  （（３３））電電気気・・制制御御装装置置部部  

この装置には、制御盤、リミ

ットスイッチ、給電リール・電

線等があげられるが、とくにこ

の作業に当たっては前述した

ように、作業の安全性確保に十

分留意し、必ず電源を切断した

状態にして作業することに心

掛けねばならない。 

 

 

 

表 ５－１－４ 通気装置での保守管理と点検項目の例 

（旧マニュアル p71 表 2-8-4「通気装置での保守管理と点検項目の例」を転

載） 

 

 

 

 

表 ５－１－５ 電気・制御装置の保守管理と点検

項目の例 

（旧マニュアル p70 表 2-8-3「電気・制御装置の保

守管理と点検項目の例」を転載） 
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表 5-1-5 に作業内容を示したが、取扱説明書に記載されている作業は必ず実施する。 

 

    （（４４））そそのの他他のの装装置置部部  

これまでに述べた装置以外のものを使用する場合には、表 5-1-2 に示した共通する基本的

な保守管理作業を実施するとともに、その装置の取扱説明書に記載された作業を必ず実施す

ることが必要である。 

 

    ４４))堆堆肥肥化化装装置置ごごととのの点点検検とと保保守守管管理理作作業業  

主要な攪拌装置及び密閉縦型堆肥化装置について、以下に点検・保守管理作業の要点をま

とめた。下記の項目の他、いずれの装置も外観、動作、異音、振動、電源ケーブルに関しては

始動時の確認が必要である。実際には装置の取扱説明書に記載された保守管理作業を必ず実

施することが望まれる。 

 

      （（１１））ロローータタリリーー式式攪攪拌拌装装置置、、ススククーーププ式式攪攪拌拌装装置置、、ススククリリュューー式式攪攪拌拌装装置置  

 ロータリー式攪拌装置、スクープ式攪拌装置、スクリュー式攪拌装置は、攪拌部及び駆動

部に共通する項目が多く、共通する点検事項について表５-１-６に示した。堆肥材料に接触

する撹拌機、駆動部、及び各種装置について、定期的な点検が必要である。それに加えて、ロ

ータリー式攪拌装置では攪拌棒について、スクープ式攪拌装置では掻き上げ板についてそれ

ぞれ、週に一回程度摩耗状態を確認する。スクリュー式攪拌装置についてもオーガースクリ

ューの摩耗状態を週に一回程度確認するとともに、副資材にわら等を使用している場合は、

適宜絡みつき状況を確認して、絡みついているわらを取り除く。スクリュー式攪拌装置のオ

ーガースクリューが摩耗した際には、新たなオーガーを溶接して補強するが、それでも対応

しきれない程度に摩耗が進行した場合は、スクリュー本体を取り換える。 

  

（（２２））ククレレーーンン式式攪攪拌拌装装置置  

 

 

 

 

 

表 ５－１－６ ロータリー式，スクープ式，スクリュー式攪拌

装置での保守管理と点検項目 

（旧マニュアル p70 表 2-8-4「攪拌装置での保守管理点検項目

の例」をベースに新規作成） 

― 239 ―― 242 ―



- 240 - 

 

クレーン式攪拌装置は、昇降部については作業前に動作を確認し、必要に応じてワイヤー

の劣化程度の点検や、油圧オイルの点検を行う。開閉部についても同じく作業前に点検し、

必要に応じてグリスの塗布や油圧の点検を行う。そのほか、電線や滑車の動作を確認する。

これらの点検は、グリスや油圧の点検を月に一から二回の頻度で実施する。また、目安とし

て、昇降部にワイヤーを使用しているものについては 3 年に一回程度、通信・給電線及びケ

ーブル滑車も 3 年に一回程度の部品交換を有する。さらに、堆肥把持用の爪については、6年

に一回程度の交換が必要であるが、堆肥の塊を掴むなどして爪が破損した場合は都度交換す

る。 

 

（（３３））密密閉閉縦縦型型堆堆肥肥化化装装置置  

密閉縦型堆肥化装置は、昇降機や攪拌羽根を回転させるための駆動部、投入・排出口の開

閉に油圧が用いられており、油圧オイルの点検を 3 日に一回程度行い、適宜注油するととも

に、油圧ユニットからの漏れなどの異常がないことを随時確認する。また、堆肥材料が乾燥

しすぎ、粉じんが排気管に混入することがあるため、1 週間に一回程度つまりの点検及び清掃

を行い、送風ブロワーの吸気フィルターの清掃を 1 週間に一回程度を実施する。さらに、送

風をヒーターで加熱している装置については、3 ヶ月に一回程度ヒーターの動作を確認し、清

掃を行う。 

 

  ２２．．故故障障のの原原因因とと対対策策  

 

堆肥化施設・機械の故障の主な原因は、機械・装置の処理能力以上の負荷がかかり、過負

荷状態になった場合などである。それ以外の原因としては電気制御部の故障等により機械・

装置が制御できない状態となる場合もあるが、これは日常の点検および保守管理に努めてい

れば防止できるものである。 

 

日常の運転・作業上の原因で機械・装置が過負荷状態となった場合の主なものは次の通り

である。 

①石、鉄片等の硬い異物が材料中に混入した場合 

②発酵槽内の材料水分が高い場合 

③開放型・密閉型堆肥化装置への原料投入量が規定量よりも多い場合（開放型では堆肥材料

堆積高さが設定値よりも高い場合で、局部的に高くなる場合も含む） 

以上のほかに、保守管理が十分行われていない場合がみられるので、前項で記載した点検

および保守管理作業を厳守されたい。 

 

    １１））機機械械的的故故障障のの対対応応策策  

図 5-2-1 にその手順を示したが、原因を調査し、その原因が明らかとなってから故障した

箇所の修理・組立等を行うとともに、その原因となった前記①-③の状態を除去する。すな

わち、石・鉄片等の硬い異物は取り除き、堆肥材料水分が高い場合は、その材料を人力等で
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取り除くか副資材等を混合して堆肥材料水分の低減を図る。また、材料を多く積み過ぎた場

合にはこれを取り除いて適正な量にする必要がある。 

それらの作業が終了した後、機械・装置の空運転を行い、順調に稼働するかどうかを確認

した上で実際の作業運転を実施する。 

この手順通りに原因の除去を怠

り実作業運転に入れば、同様の故

障が反復して発生するので注意し

なければならない。 

以上簡単な故障時の対応を示し

たが、複雑な故障で自己修理が困

難な場合は、メーカに連絡し早急

に修理するよう依頼することが必

要である。 

    

２２））電電気気的的故故障障のの対対応応策策  

前述したように機械・装置に過

負荷がかかって故障する例が多く

みられるので、これらの機械・装

置の駆動部（モーター）の配電盤

にはモーター過負荷保護装置（サ

ーマルリレー）が付設されてい

る。これにより、何らかの機械的

故障が発生してモーターに異常な

過負荷がかかる場合、モーターの

焼損防止のために電源を自動的に

切断できる。この装置の作動状況

を図 5-2-2 に示したが、機械的故

障の場合にも必ず制御盤に設けて

あるこのサーマルリレーの状態を

確認し、サーマルセット棒（復帰

ボタン）が外へ突き出ている場合

は、この棒を静かに押してセット

し直す必要がある。セットしても

すぐに電源が切断されるときは、

過負荷以外の電気系統の故障や漏

電も考えられので、速やかに専門

の電気店等に修理を依頼すること

が望ましい。 

 

 

 

 

図 ５－２－１ 故障時の対応策のフローシート

（旧マニュアル p72 図 2-8-1「故障時の対応策のフ

ローシート」を転載） 

 

 

 

 

 

図 ５－２－２ モーター過負荷保護装置(サーマル

リレー)の作動状況 

（旧マニュアル p72 図 2-8-1「モーター過負荷保護

2 装置(サーマルリレー)の作動状況」を転載） 
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３３））点点検検・・修修理理ににああたたっっててのの準準備備事事項項  

堆肥化施設・機械の導入の際には、標準的な工具、保守管理用具（注油器、グリース注入

器）等の提供を受けるが、それらが揃っているかどうか、またオイル・グリース等が指定さ

れた品質のものであり量的に準備されているかどうかの確認を必ず日常点検のなかで行うこ

とも必要である。 

とくに減速機の油は各メーカによって異なり、専用の品質のものを用いている例が多いの

で、必ず前もって準備しておくことが望まれる。 

また、複雑な機械になればなるほど多種・多様の機械部品を使用しているが、故障して頻

繁に取り換えなければならない部品等はある程度限定されるので、消耗部品とともにそれら

の機械部品を前もってー通り揃えて準備しておくことも必要であり、これにより機械故障等

による堆肥化処理施設・機械の停止期間の短縮が可能となる。 

準備すべき工具、機械部品等は各処理施設によって異なり、処理施設・機械導入時に必ず

それを確認するとともに、それらのリスト等の提供を受けることが必要である。 

 

３３．．施施設設長長寿寿命命化化ののたためめのの技技術術 22))  

 

堆肥化施設を長寿命化するためには、①適切な日常管理における点検・修理，②定期的な

機能診断調査と評価、③調査結果に基づく施設分類と劣化傾向の把握及び効率的な対策工法

の比較検討、④関係機関等との情報共有に基づく対策工事の実施、および⑤調査・検討の結

果や対策工事に係る情報の蓄積、を段階的・継続的に実施する。 

 

堆肥化施設の機能を保全し、供用期間を延長(長寿命化)するためには、整備された堆肥化

施設の施設管理者による日常の管理、施設の状態を把握するための機能診断調査、診断結果

の評価に基づき施設の機能保全のための費用を低減しつつ、長寿命化を実現する対策工法の

比較検討、対策工事を段階的に行う。また、これらの情報を関係者が共有し、連携しながら、

継続的に対策を実施することが必要である(図 5-3-1)。 

 

１１））施施設設管管理理者者にによよるる適適切切なな日日常常管管理理  

 堆肥化施設の長寿命化を行うためには、適切な日常管理が行われていることが大前提であ

り、かつ、日常管理の情報を適切に記録していることが必須である。日常における施設の適

切な運用と管理は、堆肥化施設としての処理性能を維持するために重要であり、経年的な施

設の変状を把握する上でも重要である。通常の保守管理の範囲で行う軽度の修理は施設管理

者が実施するが、高度な機能低下がみられる変状がある場合や通常の管理では対応できない

対策が必要な場合には、施設所有者に状況を報告し、適切な対応を行う必要がある。施設管

理者は、施設の適切な運用や管理についての技能向上につとめ、施設所有者は、施設管理者

と日常から管理状況について意見交換を図る必要がある。 
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２２））定定期期的的なな機機能能診診断断調調査査  

 機能診断の目的は、対象施設の劣化度合いを可能な限り定量的に把握するとともに、劣化

の要因を把握することである。機能診断調査は、資料収集や施設管理者からの聞き取りによ

る事前調査と、目視・計測等により定量的な調査を行う現地調査の 2 段階を基本として実施

し、必要に応じて追加の調査を実施する(図 5-3-2)。 

 事前調査は設計・施工記録、設備の運転記録、故障履歴、点検・整備・修理履歴等の把握、

分析が極めて重要である。事前調査段階でこれらの記録を収集・整理することにより今後の

機能診断調査を効率的に実施することが可能になる。また、施設管理者への聞き取り調査に

より施設の変状を把握することも重要である。 

現地調査では、専門的知見を有した技術者が主体となり、目視・聴覚等の五感や簡易な計

測により調査を行う。調査項目は、事前調査や現地調査の状況を踏まえ、必要に応じて劣化

状況や主要な劣化要因を特定するための指標を追加する。現地調査では、調査票及び図面へ

図５－３－２ 機能診断調査の実施フロー  

(新規作成) 

②現地調査

建屋
・建造物の変状の有無、状態
・目地部の変状の有無、状態
・周辺地盤の変状(沈下、陥没)

機械設備
・五感による異常の有無
・部材劣化の異常の有無，状態(変形、欠損)
・電気系統、振動、軸の歪み等の計測

①事前調査
・設計・施工内容に関する資料の収集・整理
・点検、事故・補修歴の収集・整理
・地域特性にかかる資料の収集・整理
・施設管理者への聞き取り調査

劣化要因の評価
・供用年数
・地域特性(凍結、積雪等)
・供用環境(歓喜、畜種等)
・材料、品質

日常管理

機能診断調査

診断結果の評価・検討

計画の作成

データの蓄積

・巡回点検
・以上・変状の把握
・軽微な修理

対策工事
 

捕集
補強

再整備 

点
検
情
報

情
報
支
援

現地調査

劣化要因の推定
施設の劣化状況の診断

調査・診断結果から選定された経済的・合理的な対策
実施時期、対策の優先度を盛り込んだ計画を作成

図５－３－１ 施設長寿命化のための機能保全のプロセス 

(新規作成) 
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の記入と写真記録により行う。 

これらの機能診断調査は個々の施設の最適な整備計画の作成の他、施設の劣化傾向の精度

を高めるためのデータ蓄積に用いられる。そのため、調査項目は共通項目と、施設ごとの独

自項目に分けて設定する。 

  

３３））調調査査結結果果にに基基づづくく施施設設のの機機能能診診断断評評価価とと対対策策工工法法のの比比較較検検討討  

機能診断評価では、機能診断調査の結果から明らかになった施設の状態により、施設の変

状がどのレベルにあるかの点数評価ならびに専門技術者による判断によって施設の健全度を

評価する。ここでいう健全度とは、構造性能の劣化状況の視点から定義した指標である。こ

の健全度の評価は、ひび割れや破損などの計測可能な変状に着目し、堆肥化施設の建屋及び

機械の劣化状態を S－5(軽度)から S-1(重度)まで区分して実施する(表 5-3-1，表 5-3-2)。 

機能診断評価の結果、健全度指標 S-4 以上であるものについては、当分の間は対策が必要

でなく現状のまま利用し、S-3 以下のものについては、劣化の進み具合を念頭に対策工法を検

討する。対策工法の検討にあたって、調査診断の結果を踏まえ、対策の要否・対策工法とそ

の実施時期の組み合わせ(シナリオ)を作成して、シナリオごとに機能保全のためのコストを

比較して妥当性を検討する。 

  

４４））計計画画のの作作成成にに向向けけたた機機能能保保全全ココスストトとと経経済済比比較較  

堆肥化施設を長期的に運用するにあたって、保全対策を実施するタイミングが重要である。

そのため、施設の保全対策等の事業着手から一定期間において、施設機能を保全するために

係るすべての経費について比較検討を行う。この、事業着手から一定期間に係る対策コスト

の合計、を機能保全コストと定義する。以下に、具体的な整備施設例から対策工法の検討プ

ロセスを示す。 

・整備施設例： 

 (1)2000 年に 6,000m2の堆肥センターを 34 千円/m2で整備 

 (2)築 12 年を経過。鉄骨に錆が発生、コンクリートの補修、目地の補修が必要 

・上記の施設について、機能診断を実施したところ、以下の診断結果が得られた。 

 (1)補修が可能な期間 ・・・0 年 

 (2)再整備が必要な期間・・・5 年 

【対策工法の検討とシナリオの作成】 

 技術的な視点から検討した結果、堆肥化施設に適用可能な対策工法の耐用期間とコストは、

それぞれ以下の通りであった(表 5-3-3)。 

 これらの条件から、以下の 3 つのシナリオを検討した。 

・シナリオ 1：補修を行い、その 10 年後に再び補修を行うケース 

  2012 年 補修(耐用期間 10 年間) 

  2022 年 補修(耐用期間 10 年間) 

・シナリオ 2：補修を行い、その 10 年後に再整備を行うケース 

シナリオの設定と機能保全コストの比較検討例 
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  2012 年 補修(耐用期間 10 年間) 

  2022 年 再整備(耐用期間 17 年間) 

・シナリオ 3：5 年後に再整備を行うケース 

  2017 年 再整備(耐用期間 17 年間) 

  

健全度
指標

健全度指標の定義 建屋における劣化現象の例
対策の
目安

機能診断の
調査頻度

S-5
変状がほとんど認められない状
態

(劣化過程は潜伏期)

①新設時点とほぼ同等の状態
対策不

要
5年

S-4

軽微な変状が認められる状態
(劣化過程は進展期)

①鉄骨材(柱、はり等)及びその接合部の塗
装の剥離や軽微なサビが発生している状態
②木材(土台、柱、はり等)に軽微な腐朽ま
たは緊結金物等のサビが認められるが、通
常の使用支障がない状態
③コンクリートの軽微なひび割れの発生及
び目地や構造物周辺に軽微な変状が認めら
れるが、通常の使用に支障がない状態。

要監視 5年

S-3

変状が顕著に認められる状態
→劣化の進行を遅らせる補修工事等
が適用可能な状態
(劣化過程は進展期から加速期に移
行する段階)

①鉄骨材(柱、はり等)及びその接合部にサ
ビまたは腐食が進行し、再塗装が必要とな
る状態
②木材(土台、柱、はり等)の表面で腐朽が
進行している。あるいは、緊結金物等のサ
ビまたは腐食が進行し接合部のゆるみや強
度低下をまねいている状態。
③コンクリート躯体の鉄筋に達する有害な
ひび割れが生じている。あるいは、鉄筋腐
食によるコンクリートの剥離・剥落が生じ
ている状態。
④コンクリート躯体等の目地の劣化により
顕著な漏水が生じている状態

補修 3年

S-2

施設の構造的安定性に影響を及ぼす
変状が認められる状態
→補強を伴う工事により対策が可能な
状態
(劣化過程は、加速期または劣化期に
移行する段階)

①鉄骨材(柱、はり等)及びその接合部にサ
ビまたは腐食が進行し、断面欠損が生じて
いる状態。
②木材(土台、柱、はり等)の普及が内部ま
で及んでいる。あるいは、緊結金物等の腐
食が進行し接合部等の変状が生じている状
態。
③コンクリートのひび割れが貫通し躯体に
変状が生じている状態。

補強 1年

S-1

施設の構造的安定性に重大な影響を
及ぼす変状が複数認められる状態
→近い将来に施設機能が失われる、
または著しく低下するリスクが高い状
態。補強では、経済的な対応が困難
で、施設の再整備が必要な状態
(劣化過程は、劣化期)

①構造部材に大きな変状が生じ、倒壊のリ
スクが高く構造的に不安定な状態。
②コンクリートの貫通したひび割れが拡大
し、鉄筋の有効断面が大幅に縮小した状
態。
③S-2に評価される変状がさらに進行した状
態。
④補強で対応するよりも、再整備したほう
が経済的に有利な状態

再整備 -

表 ５－３－１ 施設(建屋)の健全度指標の基準    (新規作成) 
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このシナリオごとに検討した保全コスト算定期間として事業開始年(2012 年)から 20 年間

を勘案し、補修または再整備を行った場合の保全コストを比較すると以下の通りとなる(表 5-

3-4)。 

 上記の例では、シナリオ 1 の機能保全コストが最も低くなったが、初回の対策工法の耐用

期間が経過した時点での 2 回目の対策が技術的に可能であるかどうかも、事前に十分に検討

しておく必要がある。 

 

健全度
指標

健全度指標の定義 機械設備における劣化現象の例
対策の
目安

機能診断の
調査頻度

S-5
変状がほとんど認められない
状態

(劣化過程は潜伏期)

①新設時点とほぼ同等の状態
対策不

要
5年

S-4

軽微な変状が認められる状態
(劣化過程は進展期)

外観、部位等に軽微な変状が認められるが基準
値内であるため、通常の使用に支障がない状
態。
①変形・欠損、たわみ等がメーカーの基準値以
内
②摩耗がみられるが基準値以内
③チェーン・ワイヤー等の伸びが基準値以内
④腐食がみられるが機能・性能に影響しない

要監視 5年

S-3

変状が顕著に認められる状態
→劣化対策が必要な状態
(劣化過程は進展期から加速期に
移行する段階)

外観、部位等に基準値を超過する等、顕著な変
状が認められ劣化対策が必要な状態。
①変形・欠損、たわみ等がメーカーの基準値を
超過
②かき上げ，走行部の不良
③基準値を超過した摩耗がみられる
③チェーン・ワイヤー等の伸びが基準値を超過
④腐食が進行しているが、機能・性能の低下ま
では至っていない

補修 3年

S-2

危険な状態が認められる状態
→支給劣化対策が必要な状態
(劣化過程は、加速期または劣化
期に移行する段階)

外観、部位、機器等が至急対策をしなければ施
設の機能が停止する恐れがある等、危険な変状
が認められる状態。
①変形・欠損、たわみ等がメーカーの基準値を
超過し、機能が低下している
③基準値を超過した摩耗がみられ、機能が低下
している
③著しい腐食がみられ、機能・性能が低下して
いる
④異音・振動・以上発熱冬季農場の異常が認め
られる

補強 1年

S-1

危険な状態が複数の部位におい
て認められる状態
→個々の部位の至急劣化対策で
は経済的な対応が困難で設備の
再整備が必要な状態
(劣化過程は、劣化期)

危険な変状が複数の部位において認められ、機
器や設備といった一定の部位のまとまりについ
て至急対策をしなければ施設の機能停止の恐れ
がある等、危険な変状が認められる。

再整備 -

表 ５－３－２ 施設(機械)の健全度指標の基準    (新規作成) 
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５５））情情報報のの保保存存・・蓄蓄積積・・活活用用  

 堆肥化施設の長寿命化は、劣化の進行を踏まえて、より効率的な対応を比較検討し対策工

事を選択するものであるため，施設の設計諸元や機能診断調査結果、補修等の履歴、日常的

な維持管理の状況等の情報が、検討にあたって重要になる。これらの情報を収集・蓄積し、

一元的に管理することにより、施設の経年的な情報の的確な把握が可能となる。しかし、こ

れらの情報が十分に整備されていない場合やデータが紙媒体で保存されている場合は、情報

の引き出し・加工・分析に時間を要することもあり、情報が紛失していることも考えられる。

そのため、構造物の諸元、日常・定期・臨時等の経年的な点検・検査結果、劣化傾向の把握、

修理履歴等に関するデータベースを整備するとともに、これらを容易に更新、検索、編集で

きる支援システムの構築が重要である。 

 

対策工法 単価 耐用期間

・補修

鉄骨の構造強度は問題がないので錆の進行を抑制するた
め、表面塗装を行う。また、コンクリートの補修、目地補
修等を行う。

・再整備

劣悪な環境の下では鉄筋及び鉄骨の腐食によりコンク
リート、鉄骨の構造強度が極端に低下し、補修・補強対策
では延命化が困難になることから、新たに整備を行う。

12千円/m2 10年間

34千円/m2 17年間

表５－３－３ 対策工法の単価と耐用期間(例) 

(新規作成) 

表５－３－４ 異なるシナリオによるコスト試算(例) 

(新規作成) 

対策工法 単価 現在価値* 対策工法 単価 現在価値* 対策工法 単価 現在価値*

2000 整備 34.0 整備 34.0 整備 34.0

2012 補修 12.0 12.0 補修 12.0 12.0

2017 再整備 34.0 27.9

2022 補修 12.0 8.1 再整備 34.0 23.0

①計 20.1 35.0 27.9

コスト累計

0.0

西暦(年)

シナリオ1：補修2回 シナリオ2：補修+再整備 シナリオ3：再整備

26.1

単価：千円/m2

*将来に発生する経費を現在の価値に換算して試算した(割引率4%を適用
3
)

保全コストは、2032年までの再整備費、維持管理費、補修を含め、2032年時点の残存価値を控除して求める

6.4 1.8

20.1 28.6

②残存価値
2032年時点

③機能保全コスト
(①-②)

2032年時点

― 247 ―― 250 ―



- 248 - 

 

＜本項は共同利用施設を対象とした調査の内容を参考にしており、個人所有の施設について

は今後追加する予定＞ 

  

４４．．寒寒冷冷地地域域ににおおけけるる維維持持管管理理  

 

 北海道や東北地域などの寒地・寒冷地や温暖地の中山間など冬季に終日氷点下になるよう

な地域では、低温による堆肥温度の上昇に時間を要したり、場合によっては堆肥材料が凍結

して堆肥化処理が不能になることもある。そのための対策は以下のことが考えられる。 

 

 

   １１））低低温温時時ににおおけけるる堆堆肥肥化化施施設設稼稼働働のの留留意意点点  

（１）寒冷地の冬季でも、適切に水分調整がなされて発酵が始まれば、時間を要する

ものの堆肥の温度は上昇する。副資材の混合量が少ないなど、堆肥材料の水分が高い場合、

さらに凍結しやすくなるとともに、堆肥材料から出るれき汁が堆肥化装置内もしくはれき汁

の排汁溝内で凍結することがあるため、堆肥材料の適切な水分管理に努める。 

（２）外気温が極めて低い地域では、適切に水分調整された堆肥材料でも、凍結して

しまうことがありえる。そのため、堆肥材料は速やかに混合・堆積するとともに、通気を抑

制することで、放熱を抑え、堆肥材料の温度が下がりにくくなる。通気を抑制する場合、堆

肥化期間を長めにとる必要がある。また、可能であれば発酵途中の温度が高い戻し堆肥を混

合することで、堆肥化開始時の材料温度を高くすることができる 4)。 

（３）駆動部や堆肥取り出し部に油圧を使用している装置では、適切な作動油を選択

するとともに、装置を適切に稼働させるために油圧オイルの温度を一定以上に管理する必要

がある。そのため、油圧装置にヒーターを取り付けるなどして油圧温度が下がりすぎないよ

う対処する。 

（４）強制通気型

堆肥舎やスクリュー式攪

拌装置、密閉縦型堆肥化

装置では、冬季の外気温

低下による発酵の停滞を

防ぐため、通気を加温し

て温風を送風できる装置

がある。 

（５）寒冷地の冬

季は施設からの放熱も多

いため、施設外壁を断熱

することがあるが、安価

な方法として堆肥を囲む

 

 

 

写真 ５－３－１ 断熱を目的として堆積された乾草ロール 

(新規作成) 
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ように乾草を置いて断熱する例もある(写真 5-3-1)。 

 

２２））付付属属機機械械・・設設備備のの留留意意点点  

（（１１））固固液液分分離離機機  

寒冷期には、固液分離機および、そこに投入するスラリーの排出経路でふん尿が凍結する

恐れがある。そのため、凍結の恐れがある場合は、固液分離機をヒーターで加温したり(写

真 5-3-2)、排出経路に局所的な暖房やヒーターを使用する。 

 

（（２２））堆堆肥肥乾乾燥燥装装置置  

自然エネルギーを利用した堆肥乾燥装置は、太陽エネルギーにより水分を取り除く施設で

あるため、寒冷期は温暖期の 50%以下にまで蒸散効率が低下する 5)とされているため、余裕

を持った施設の運用が必要である。また、深型の場合攪拌の運転回数が多くなるほど温度が

低下するため、攪拌頻度を少なくして利用する。 

＜本項は、令和 2 年度以降に寒冷地域の事例調査を実施した上で内容を修正・追加する予定＞ 
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写真 ５－３－２ 固液分離機を加温するヒーター 

(新規作成) 
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第第６６章章  堆堆肥肥のの利利用用  

 

 農地土壌は作物生産の基盤であり、堆肥の施用等による土壌の諸性質の改善を通じ

て地力を増進していくことは、農地の生産力を高め、農業経営の安定化を図る上で極

めて重要である。堆肥の施用等による土づくりは、土壌有機物含有量の維持・増進を

通じて土壌の養分保持能力を強化し、投入された肥料成分の利用率を向上させるとと

もに、土壌病害虫等の被害軽減などにも効果が認められる。適切な方法でつくられた

家畜ふん堆肥は、有機物と作物養分を豊富に含むことから飼料の再生産だけでなく、

作物生産農家の田畑に施用し、食料生産に供することができる。このように家畜ふん

堆肥は土づくりと資源循環型社会の形成に主要な役割を担っている。 

 一方、わが国の農地土壌の実態をみると、農業労働力の減少・高齢化、耕種と畜産

の分離等を背景に、堆肥等有機物施用量の減少により、土壌中の有機物含有量が低下

傾向にある一方で、土壌診断に基づかない施肥等の実施により、塩基やりん酸等の養

分の過剰や塩基バランスの悪化が顕著になるなど、地力の低下が顕在化している。 

 そこで本章では、第１節において、家畜ふん堆肥の品質および成分的特徴について

論じ、第２節において家畜ふん堆肥の施用効果と適正施用について論じる。第３節で

は、堆肥の広域流通への対応として堆肥造粒について紹介し、第４節では肥料原料と

しての堆肥の利用について論じる。 

 

  １１．．家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの品品質質及及びび成成分分的的特特徴徴  

    １１））家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの品品質質  

      （（１１））概概論論  

 家畜ふん堆肥の特性は様々であり、畜種、副資材、堆肥化期間等の違いによって大

きな変異幅を有する。養分供給効果（特に窒素）が顕著で有機質肥料として用いられ

るべきものがある一方、あまり養分供給は期待できないが、繊維が多く土壌の物理性

や微生物性を改良する効果が高いものまで幅広く存在し、その境界は明瞭ではないた

め用いる堆肥の特性を良く理解することが必要である。 

 家畜ふん堆肥の品質に関して備えるべき条件として、原田（1985）は表 1-1 のよう

に整理している。表 1-1 の A 及び B の項目は原料となる有機性廃棄物・副生物が有す

る好ましくない性質の改善点を示したもので、有害物質と塩類濃度の項目以外は適切

な堆肥化によって十分改善できるものである。また、C の項目は家畜ふん堆肥の施用

効果について示したものである。家畜ふん堆肥が肥料及び土壌改良資材としての効果

を有することは十分認められるところであるが、不適切な堆肥の施用が行われた場合

には、かえって作物の生育を減退したり、環境汚染を招いたりする結果となることに

留意しなければならない。 

      （（２２））特特殊殊肥肥料料のの品品質質表表示示基基準準  

 家畜ふん堆肥は肥料取締法上「特殊肥料」に指定されており、その生産から販売・

譲渡まで肥料取締法の規制を受ける。肥料取締法は、肥料の品質の保全、公正な取引

の実現と安全な施用の確保を目的としている。肥料取締法では堆肥の利用者が原料等
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を識別し、適切な施肥ができるように、肥料成分の含有量、原料の種類などを特殊肥

料の品質表示基準に従って表示することを義務付けている（図 1-1）。 

 肥料取締法に基づく表示項目は、肥料の名称、肥料の種類、届出をした都道府県、

表示者の氏名又は名称及び住所、正味重量、生産した年月、原料、主要な成分の含有

量等の 8 項目である。 

 原料は、「牛ふん」、「オガクズ」など一般的な名称で表示し、表示の順序は混合し

た重量が大きい順に記入される。主要な成分の含有量等には、窒素全量、りん酸全

量、加里全量並びに炭素窒素比（C/N 比）を含有量あるいは数値の多少にかかわらず

必ず表示しなければならない。主要な成分の含有量等を乾物当たりで表示する場合に

限り、水分含有量を表示することとされている。表示値の誤差の許容範囲は、窒素全

量、りん酸全量、加里全量で表示値が３％以上の場合は表示値の±10％、表示値が

３％未満の場合は±0.3％である。さらに、石灰（飼料に添加される場合を含む）を

使用し、現物当たりの含有量が 15％以上ある場合、豚ぷんを原料とする堆肥であって

現物 1kg 当たり 300mg 以上の銅を含有する場合、並びに豚ぷん又は鶏ふんを原料とす

る堆肥であって現物 1kg 当たり 900mg 以上の亜鉛を含有する場合に限り、各々の含有

量を表示することとされている。 

 表示票に示される項目は、堆肥のユーザーが、製品の選択、使用方法並びに化学肥

料の減肥量を検討したりする上で参考になる情報である。 

 

      （（３３））堆堆肥肥のの品品質質のの現現地地判判定定基基準準  

 家畜ふんとわらを原料として農家自らが堆肥を自給していた時代には、経験的であ

るが手触りや外観から堆肥の品質の判定が可能であった。現在では畜産と耕種が分離

し、堆肥の利用者がその製造過程に関与しなくなると、利用する側において品質の判

定は困難となる。さらに、敷料副資材の種類が多様化し、利用者が外観のみからその

品質を判定することはきわめて困難である。川辺ら（1979）は製品による判定と生産

表 １－１ 堆肥の品質について備えるべき条件（原田 1985） 

（旧マニュアル p221 表 6-1「堆肥の品質について備えるべき条

件」を転載したうえで、表中の B⑤を追加） 

A. 取扱いやすい性状であること。 C. 土壌・作物にとって有効であること
① ⽔分が適度である ① 植物に養分を供給する
② 臭気が強くない ② 土壌の化学的性質を改善する
③ 病原菌・寄⽣⾍卵を含まない ③ 土壌の物理的性質を改善する
B. 土壌や作物にとって安全であること ④ 土壌中の⽣物活動を維持・増進する
① 施用後急激な分解をしない
② 窒素飢餓を⽣じない
③ ⽣育阻害物質を含まない
④ 有害物質を含まない
⑤ 塩類濃度が⾼くない
⑥ 植物病原菌等を含まない
⑦ 雑草の種子を含まない
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者からの聞き取りによる判定をそれぞれ４項目設け、項目ごとに配点し、総合点によ

って堆肥の品質を判定する方法を提案した。その後、原田（1985）により、表 1-2 の

ように整理され、現在では、様々にアレンジされ、化学分析や生物検定（発芽試験

等）と組み合わせて各県の堆肥共励会等での堆肥品質の判定基準として活用されてい

る。 

 

図 １－１ 特殊肥料の表示例 

注１．バラ積みやトランスバッグな

ど、一括して多量に出荷する場合

は、表示票の印刷物を渡すなどし

て、必ず表示票が利用者まで届くよ

うにする必要がある。 

注２．生産にあたって動物由来タン

パク質を使用されたもの、腐熟を促

進する材料を使用されたもの、動物

による摂取の防止に効果が認められ

る材料を使用されたものについて

は、品質表示基準に従って、注意喚

起の文や材料の名称、あるいは使用

量を表示することとされている。 

色 ⻩〜⻩褐色（2）、褐色（5）、⿊褐色〜⿊色（10）

形 状 現物の形状をとどめる（2）、かなりくずれる（5）、ほとんど認めない（10）

臭 気 ふん尿臭強い（2）、ふん尿臭弱い（5）、堆肥臭（10）

水 分 強く握ると指の間からしたたる…70％以上（2）、強く握ると手のひらにかなりつく…60％前後（5）、強
く握っても手のひらにあまりつかない…50％前後（10）

堆積中の最
⾼温度 50℃以下（2）、50〜60℃（10）、60〜70℃（15）、70℃以上（20）

堆積期間
家畜ふんだけ…………20日以内（2）、20日〜2ヵ月（10）、2ヵ月以上（20） 作物収集残渣と
の混合物…20日以内（2）、20日〜3ヵ月（10）、3ヵ月以上（20） 木質物との混合物…………
20日以内（2）、20日〜6ヵ月（10）、6ヵ月以上（20）

切返し回数 ２回以下（2）、3〜６回（5）、７回以上（10）

強制通気 なし（0）、あり（10）

注︓（）内は点数を⽰す これらの点数を合計し、未熟（30点以下）、中熟（31〜80点）、完熟（81点以上）と
する

表 １－２ 堆肥品質の現地判定基準案（原田 1985） 

（旧マニュアル p23 表 1-4-7「堆肥品質の現地判定基準」を転載） 
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    ２２））家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの成成分分的的特特徴徴  

      （（１１））家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの一一般般的的なな特特性性  

 家畜ふん堆肥の主な原料は、家畜ふんと副資材（敷料）である。従って、両者の性

状並びに両者の混合割合は堆肥化後の堆肥の性質に大きく影響する。さらに、堆肥化

の方法も出来上がる堆肥の性質に大きく影響する。家畜ふん堆肥の一般的特性につい

て図 1-2 に示した。 

 家畜ふん堆肥に含まれる成分の含有量は、①家畜の状況（畜種、体重や年齢、用

途、飼料の量と質）②飼養形態（敷料の有無、ふん尿の分離方法）③処理方法（排ふ

ん間隔、貯留方法、堆肥化方法、副資材の種類と添加の有無）といった様々な要因に

よって大きく影響される。 

 

 

 牛の飼料は繊維質の多い粗飼料を主体としているため、ふんの肥料成分は比較的少

なく、セルロース、リグニン等の難分解性有機物の比率が高い。土壌中での分解は比

較的緩やかで、土壌改良効果が高い。排せつ直後の乳牛ふんは水分含量が 80％程度と

高く、通常副資材を混合して水分調整してから堆肥化される。肥育牛で、濃厚飼料主

体で給餌された場合、後の豚ぷん、鶏ふん同様に肥料成分が高い特徴がある。 

 豚の飼料はでんぷんやタンパク質が多く繊維分が少ないため、ふんの分解が速く、

肥料成分が高い特徴がある。ふん尿の固液分離を行ったふんでは、肥料成分が低い傾

向にある。 

 鶏は採卵鶏とブロイラーに分けられるが、いずれも濃厚飼料主体で給餌される。採

卵鶏ではカルシウムやりん酸の給与量が多い。他の家畜ふんに比べると肥料成分が高

い。 

 畜舎・鶏舎から排出されたふんには敷料が混じっていたり、あるいは水分調整のた

め副資材としてオガクズやモミガラなどが家畜ふんに添加されたりして堆肥化が行わ

れる。ただし、最近では、敷料や副資材が入手困難なことから原料ふんを予備乾燥し

図 １－２ 家畜ふん堆肥の一般的な特性（藤原,2006） 
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たり、乾燥ふんや堆肥（戻し堆肥）を生ふんに混合したりして堆肥化が行われるよう

になり、敷料や副資材が含まれない堆肥も多く作られるようになった。 

 どのような敷料·副資材が混合されているかまたその混合割合によって、家畜ふん

堆肥の成分組成は変動する。オガクズやモミガラを混合すると肥料成分は低いが、稲

わらや牧草を混合すると肥料成分は高い傾向がある。同じ副資材でも混合する割合に

より成分含量は大きく異なり、オガクズ混合堆肥では各成分の変動が極めて大きい傾

向がある。このように、堆肥の成分は混合資材の性質にも大きく影響される。 

 牛ふんの堆肥化は堆積式によるものが多く、とくに肉牛の場合はほとんど堆積式で

ある。豚ぷんの堆肥化は堆積式も多いが、開放攪拌式や密閉攪拌式も用いられてい

る。鶏ふんの堆肥化では堆積式は少なく、開放攪拌式と密閉攪拌式が多い 。乾燥能

力は、密閉攪拌式が最も高く、次いで開放攪拌式が高い。堆積式は水分が低下しにく

い。密閉攪拌式にて短期間で堆肥化処理を行った場合、水分が低く養分含量の高い堆

肥が産出される。なお、堆肥化では一次発酵を密閉攪拌式で行い、二次発酵を開放式

で行う等いくつかの方式を組み合わせて行われることも普通である。 

      （（２２））成成分分のの含含有有量量  

 「堆肥の品質実態調査報告書」（畜産環境整備機構 2005）により全国から収集され

た堆肥 1502 点の成分分析値の解析が行われた。現在、流通・利用されている家畜ふ

ん堆肥の成分的特徴は以下のようにまとめられる。 

 畜種別堆肥中の水分の平均値は、乳用牛 52.3％、肉用牛 52.2％、豚 36.7％、採卵

鶏 22.9％、ブロイラー33.0％である。これは、畜種による堆肥化方式の違いが主な原

因と考えられる。 

 畜種別堆肥中の全窒素、りん酸、加里の乾物当たりの含有率(N:P2O5:K2O％)の平均

値は、乳用牛(2.2：1.8：2.8)、肉用牛(2.2：2.5：2.7)、豚(3.5：5.6：2.7)、採卵

鶏(2.9：6.2：3.6)、ブロイラー(3.8：4.2：3.6)であり、一般的に言われているよう

に牛ふん堆肥に比べて豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥で肥料成分が多い。しかし、同一畜種

でも変動幅は極めて大きく、例えば乳用牛ふん堆肥中成分含有率の最小値％－最大

値％は、全窒素(0.9－5.6)、りん酸(0.5－13.3)、加里(0.2－7.7)、豚ぷん堆肥の場

合でも全窒素(1.4－7.2)、りん酸(1.6－22.7)、加里(0.3－6.6)となっており、肥料

成分をほとんど含まない堆肥から化学肥料並に肥料成分を含む堆肥まで極めて多様で

ある。 

 共同利用の堆肥センターにおいては、複数の畜種のふんを原料として用いることが

ある。この場合、ふんの混合割合によっても異なるが、牛ふんに豚ふんや鶏ふんが加

わると、含水率が低下し、各肥料成分の含有率が増加する傾向が見られる。 

        ①①有有機機物物組組成成  

 前述の「堆肥の品質実態調査報告書」（畜産環境整備機構 2005）において畜種別堆

肥中の灰分の平均値は、乳用牛 28.7％、肉用牛 23.3％、豚 30.0％、採卵鶏 50.3％、

ブロイラー33.0％と報告されている。採卵鶏の灰分が顕著に高いが、これは、採卵鶏

がケージで飼われ、排出された糞も水分が低いことから副資材の添加無しで堆肥化さ

れるためと考えられる。灰分は有機物を完全燃焼させたあとに残る不燃性残留物なの
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で 100％から灰分含有率を差し引くとおよその有機物含有率が求められる。家畜ふん

堆肥は平均して乾物中 50％～75％の有機物を含むことになる。 

 家畜ふんに含まれる有機物は、未消化の飼料、剥離した消化管上皮細胞、腸内微生

物の残骸等で、脂質、タンパク質、非構造性炭水化物、ヘミセルロース、セルロー

ス、リグニン等からなる。副資材（敷料）には、ヘミセルロース、セルロース、リグ

ニン等が含まれている。タンパク質、非構造性炭水化物（糖やでんぷん等）は易分解

性であり、条件が整えば堆肥の一次発酵で分解が進む。また、ヘミセルロース、セル

ロースの分解もかなりの程度進むがリグニンの分解は一部に留まる。以上の物質の分

解の過程で暗色、不定形の腐植物質の合成と蓄積が進む。 

 小柳ら（2007）は各種有機質資材を圃場に埋設し、１カ月後と３カ月後に資材を取

り出し、資材に残存する炭素含量の分析を行った。埋設して１カ月間で分解する炭素

分解量と埋設して３カ月間経ても残存する炭素残存量はほぼ負の相関関係にあり（図

1-3）、木質系、バーク堆肥、牛ふん堆肥は１か月炭素分解量が少なく３か月間炭素残

存量が多いことがわかった。一方、有機質肥料や生ごみは１か月炭素分解量が多く３

か月間炭素残存量が少ない。豚・鶏ふん堆肥は両グループの中間に位置し幅広く分布

していた。以上のように、有機質資材は、土壌中での分解性の異なる（易分解性～難

分解性）有機物から成ることが分かる。 

  

  

 近年、堆肥等の有機質資材の分解性や窒素肥効評価に、飼料分析で用いられている

デタージェント分析が用いられるようになってきた（高橋ら 1999;小柳 2007;高橋・

坂本 2008）。おおむね中性デタージェント繊維（NDF）は、ヘミセルロース、セルロー

ス、リグニンの合計に、酸性デタージェント繊維（ADF）はセルロース、リグニンの

合計に、ADL はリグニンに相当する（図 1-4）。飼料分析での AD 可溶有機物には成分

として、タンパク質、非構造性炭水化物、脂質、ヘミセルロースを含んでいる（阿部

図 １－３ 圃場に埋設した有機質資材の１か月炭素分解

量と３か月炭素残存量の関係 
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1988）。消化や堆肥化の影響を受けた堆肥では組成は異なるであろうが、AD 可溶有機

物は堆肥の易分解性有機物を評価していると考えられる。 

 デタージェント分析で得られた数値と図 1-3 で示した有機質資材の炭素分解量およ

び炭素残存量を比較したところ、AD 可溶有機物に含まれる炭素の量と１か月炭素分解

量との相関は（R2＝0.841）と高く、AD 可溶有機物が易分解性有機物の指標に適して

いると考えられた。また ADF に含まれる炭素の量と３か月間炭素残存量が一部の汚泥

を含む資材を除きほぼ 1：1 で一致することが明らかとなった。以上の関係を図 1-4

に模式的に示した。 

 さらに小柳らは、埋設試験を継続し ADL に含まれる炭素の量と３年間炭素残存量が

ほぼ 1：1 で一致することを明らかとし、ADL が難分解性有機物の指標になることを提

言した（小柳ら、2011）。一方、AD 可溶有機物が乾物当たり 250mg/g を超えるような

易分解性有機物の多い堆肥では、土壌に施用した後の窒素の有機化が顕著である。こ

うした堆肥を施用する場合には、土壌の異常還元、ガス害、有機酸等の発生にも留意

されたい。これについては後述する。 

  

  

        ②②窒窒素素のの形形態態とと肥肥効効  

 家畜ふん堆肥中の窒素は有機態と無機態（アンモニア態・硝酸態）で存在してい

る。無機態窒素は速効性であり、作物が直ちに利用できる。しかしながら堆肥窒素の

肥効には、無機化可能な有機態窒素が大きく関与しており、その分解性（可給性）の

推定が重要である。堆肥の可給態窒素含量の推定には従来培養法による長期間（4 週

間～）の煩雑な試験が必要であった。そのため、窒素肥料の肥効に対する堆肥窒素の

肥効率として，畜種ごとに一律の値を用いて、堆肥の窒素全量に窒素肥効率を乗じる

ことにより有効な窒素肥料成分の量を推定していた。例えば、西尾（2007）は牛ふん

30%、豚ぷん堆肥 50%、乾燥鶏ふん 70%、鶏ふんオガクズ堆肥 35%を肥効率の目安とし

て示している（西尾 2007）。しかしながら、多様な作物、土壌、堆肥を活用する農業

図 １－４ 有機質資材の各手法で分画した成分の関係（模式図） 

ND：中性デタージェント溶液、NDF：中性デタージェント繊維、AD:

酸性デタージェント溶液、ADF：酸性デタージェント繊維、ADL：酸

性デタージェントリグニン 
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現場では一律の肥効率は適用しにくいことが指摘されてきた。近年では堆肥窒素の肥

効のメカニズムが明らかにされつつあり、副資材を含まない採卵鶏ふんでは、鶏ふん

中の尿酸によって窒素肥効が制御されていることが明らかにされた（村上ら 2007）。

牛ふん・豚ぷん堆肥では、後に述べる 0.5 M 塩酸抽出無機態窒素と酸性デタージェン

ト可溶窒素から窒素肥効の推定が可能になっている。 

 有機質資材の窒素無機化パターンを把握する方法として、土壌と混和した有機質資

材を一定の水分条件と温度条件で培養し、一定期間ごとに培養サンプルを取り出し、

中性の塩化カリウム溶液で無機態窒素を抽出し、無機態窒素の増減から窒素無機化曲

線を得る手法が用いられる（例えば、郡司掛・久保 1996）。 

 ところで牛ふん・豚ぷん堆肥中に、リン酸マグネシウムアンモニウム六水和物（ス

トルバイト struvite、以下 MAP）が相当量存在することが報告された。（棚橋ら

2010；Komiyama et al.,2013）。MAP は、堆肥や土壌から無機態窒素を抽出する際に常

法で用いられる中性の塩化カリウム溶液では一部しか抽出されないが、土壌中では比

較的容易に遊離して窒素肥効を示すことが報告されている（中村ら,1963）。棚橋ら

（2010）は常法での抽出無機態窒素と MAP も含めた無機態窒素を抽出可能な 0.5M 塩

酸溶液による抽出の二通りで抽出を行い、畑条件で 30℃にて 4 週間培養により生成す

る培養無機態窒素量（堆肥に当初から含まれていた無機態窒素を含む）との比較を行

った。その結果、MAP も含めた無機態窒素と培養無機態窒素量が多くの堆肥で量的に

一致することを報告した（図 1-5）。  

  

  

 さらに、棚橋・小柳(2010)は両者の関係（図 1-5B）が一致しない一部の堆肥につい

てその原因が易分解性有機物の関与にあると考え、AD 可溶有機物含量が窒素無機化パ

ターンに及ぼす影響について検討した。牛ふん堆肥 33 点、豚ぷん堆肥 24 点につい

て、3～84 日間の培養を行った結果を AD 可溶有機物含量ごとに分類して図 1-6 に示し

た。MAP を含めた無機態窒素量を基準に考えた場合、AD 可溶有機物含量 250mg/g 未満

では無機態窒素の増減がほとんどなく、250mg/g 以上では、7 日程度有機化した後に

図 １－５ 堆肥中無機態窒素の MAP の有無と 4 週培養無機態窒素の関係 
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無機化に転じる窒素無機化パターンを示すことが分かった（図 1-6）。すなわち、図

1-7 に示すように AD 可溶有機物が 250mg/g 未満の場合では、堆肥中に当初含まれる無

機態窒素（MAP を含む）により窒素肥効が推定できると考えられた。一方 AD 可溶有機

物が 250mg/g 以上の堆肥では、後効きする緩効性の窒素を酸性デタージェント分解で

可溶化する窒素（AD 可溶窒素）から窒素肥効を推定する式 1-１により推定するよう

に提案された（岐阜県 2011）。 

＜鶏ふん堆肥について調査中＞ 

緩効性窒素（mg⁄g）=AD 可溶窒素（mg⁄g）×0.5-2.5（式１－１） 

 

 

        ③③りりんん酸酸のの形形態態とと肥肥効効  

 家畜ふん堆肥中のりん酸は、窒素同様に、無機態と有機態の両方の形態で存在する

が主要な形態は無機態である。無機態リン酸は、過燐酸石灰のように溶解性の高いも

のから、ハイドロキシアパタイトのように難溶性のものまで含まれている。横田ら

（2003）、伊藤ら（2010）は、多様な家畜ふん堆肥のりん酸組成（有機態りん酸の割

合や無機態りん酸の形態）の特徴について報告している。土壌リン酸の分画法を下水

汚泥に適用した Frossard ら（1994）による逐次抽出法に倣って無機態リン酸を分画

して、家畜ふん堆肥のりん酸組成を特徴付けた。この方法によれば、①水抽出りん

図 １－６ 可溶有機物含量ごとの窒素無機化パターン（棚橋・小柳 2010） 

AD 可溶有機物含量 無機化パターン解説 

100〜175 mg/g 無機態窒素の増減がほとんど無い。 

175〜250 mg/g 培養初期の 3 日から 7 日に有機化（無機態窒素の減少）が⾒られる
堆肥が数点存在するが、無機化・有機化の両者はほぼ釣り合っている。 

250 mg/g〜 全ての堆肥で一旦有機化した後に無機化へ転じる。培養により無機態
窒素が増加。 
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酸、②易溶性のカルシウム・マグネシウム型りん酸（重炭酸ナトリウム抽出）、③

鉄・アルミニウム型りん酸（水酸化ナトリウム抽出）、④難溶性のカルシウム・マグ

ネシウム型りん酸（塩酸抽出）に分画可能である。抽出残さに含まれるりん酸を有機

態であるとみなした（図 1-8）。 

  

  

 家畜ふん堆肥に含まれる有機態りん酸（残さ画分）の割合は、畜種毎の平均で 7～

34％であり（図 1-8）、家畜ふん堆肥のりん酸の主体は無機態であることがわかる。逐

次抽出法で分画された無機態りん酸の組成は畜種によって異なり、易溶性りん酸（水

抽出りん酸＋重炭酸ナトリウム抽出りん酸）の割合は牛ふん堆肥で高く（全りん酸の

約 70％）、次いで豚ぷん堆肥（同 50％）、鶏ふん堆肥で低かった（同約 30％）。難溶性

の塩酸抽出りん酸の割合は採卵鶏ふんで最も高い割合を示し（同 47％）、有機態りん

酸の割合は鶏ふん堆肥で高かった（同約 30％）。鶏ふん堆肥の堆肥化では、密閉攪拌

式による短期間での製造や乾燥処理ではふん中の有機態りん酸が分解されずに残存し

やすいためと考えられた（伊藤ら 2010）。 

 以上から、溶解性を根拠に家畜ふん堆肥の肥効率を牛ふん堆肥で 70％、豚ぷん堆肥

で 50％、鶏ふん堆肥で 30％と設定することが可能である。しかしながら、栽培試験

における家畜ふん堆肥の肥効率は含有するりん酸形態から想定される肥効率よりも高

く 100％、またはそれ以上であることが報告されてきた（Siroka et al.,2003；小柳

ら,2005；加藤ら,2010；棚橋ら 2011）。このことは、家畜ふんに含まれる多様な形態

のりん酸は全体として、水溶性の化学肥料りん酸と同程度以上に作物に利用可能であ

ることを示唆している。その理由として、堆肥に含まれるりん酸の一部は溶解速度が

遅いこと、有機物に覆われているため土壌の固定を受けにくいことが考えられる。さ

らに堆肥とともにりん酸が存在すると肥効が高まる効果があること、粉状に比べて造

粒品で肥効が高いこと、乾燥した堆肥に比べ含水品では肥効が高いことなどが明らか

になった（荒川,2012；棚橋ら,2012）。 

図 １－７ 牛ふん堆肥・豚ぷん堆肥の窒素肥効評価法 

速効性窒素：夏期４週間以内に無機化 緩効性窒素：夏期 4～12 週以内に無機化 
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 なお実際のりん酸肥効は、堆肥のりん酸組成、性状に加えて、土壌、作物など多く

の要因によっても影響を受ける。家畜ふん堆肥施用後の土壌の可給態リン酸値が、褐

色低地土とリン酸固定力の高い黒ボク土で大きく異なる（加藤ら,2010）ことからも

わかるように、この“肥効率”は、土壌のリン酸固定力の違いによって変動する。 

 以上のように堆肥のりん酸肥効に及ぼす要因は様々あるが、日本の耕地土壌ではリ

ン酸は集積傾向にあり、可給態りん酸が十分に蓄積している土壌では堆肥に含まれる

りん酸相当量で化学肥料りん酸を代替しても実用上の問題は無いと考えられる。ただ

し、副資材を含まない採卵鶏ふん堆肥の低水分・粉状品の調査結果から、有機態（フ

ィチン態）りん酸割合が概ね 20%以上では肥効率が 100%を下回ることが示されている

（農林水産省技術会議事務局 2015）。密閉攪拌式で製造された堆肥や乾燥鶏ふんの粉

状品では、りん酸肥効率が低くなることに注意が必要である。 

        ④④加加里里のの形形態態とと肥肥効効  

 堆肥中の加里については、窒素、りん酸とは異なり無機態として存在している。さ

らに大部分が可溶性（水溶性ないしク溶性）である（小柳ら,2004；図 1-9）。表 1-3

には、キャベツの栽培試験で加里全量を牛ふん堆肥で代替した結果を示した。加里利

用率は化学肥料より大きく、りん酸同様加里についても肥効率 100％として化学肥料

を削減しても実用上の問題は無いと考えられる。一方で、堆肥は作付け数週間前に施

用されることが多いため露地では、降雨による溶脱による加里成分の流亡に留意する

必要がある。 

 

 

  

図 １－８ 原料ふんの畜種が異なる家畜ふん堆肥のりん酸組成（横田

ら,2003;伊藤ら,2010 より作図） 

*逐次抽出で溶解しなかったりん酸で、主に有機態りん酸と考えられる。 
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表１－３ キャベツ栽培における収量、加里吸収量、加里利用率 

（神奈川県農業技術センター（2013）から引用） 

 加里施用量 

（kg/10a） 

結球部収量 

（kg/10a） 

外葉部収量 

（kg/10a） 

加里吸収量 

（kg/10a） 

加里利用率 

％ 

牛ふん堆肥 A 22 7,276 3,368 34.0 119 

牛ふん堆肥 B 22 8,410 3,593 39.4 143 

化学肥料（硫酸加里） 22 6,017 3,661 29.6 99 

無肥料区 ― 1,253   305 7.9 ― 

堆肥区は基肥加里施用量の全量を堆肥中加里で代替した 

堆肥区の窒素、リン酸は化学肥料で上乗せ施用した 

加里利用率％＝(試験区加里吸収量－無肥料区加里吸収量)/加里施用量×100  

  

  ２２．．家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの施施用用効効果果とと適適正正施施用用  

    １１））家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの施施用用効効果果  

 家畜ふん堆肥は有機物含量も高く、肥料成分も比較的豊富に含んでいるため、古く

から肥料及び土壌改良資材として、農地に還元利用されてきた。家畜ふん堆肥が適量

施用された場合、土壌中の養分及び有機物含量が高まり、物理的、化学的および生物

的な面から、土壌が総合的に改善されて作物の増収および安定生産の向上に寄与する

ことは一般に良く知られている。表 2-1 に一般的な有機物の施用効果を示すが、家畜

ふん堆肥の施用においても同様な効果が期待できる。以下、家畜ふん堆肥の施用効果

について、肥料の効果と土壌改良の効果の２つに分けてその影響を記述するが、実際

面においてこれらは相互に関連しあっており、常に総合的な判断が必要である。 

      （（１１））肥肥料料成成分分のの補補給給  

 家畜ふん堆肥には作物に必要な多量要素や微量要素を含んでおり、速効的な養分は

施用とともに、また、緩効的な養分は土壌中での分解過程を通じて土壌中に放出され

作物に供給される。家畜ふん堆肥の連用により、士壌中の全炭素、全窒素及び有機物

含量は増加する。それに伴い、窒素無機化量や可給態窒素含量が増加するが、家畜ふ

ん堆肥の施用量を増すとその濃度も増大する。窒素だけでなく、リン酸やカリウムも

図 １－９ 家畜ふん堆肥中の加里の形態（小柳ら 2004 より作図） 
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累積的に土壌中に蓄積されるが、それらと同時にカルシウムやマグネシウムも陽イオ

ン交換能力の高い土壌有機物の増加によって土壌に保持され、塩基状態が改善される

（図 2-1）。塩基の富化による土壌改良効果は水田に比べて畑地で一般的に大きい。 

  

  

      （（２２））土土壌壌のの改改良良効効果果  

 わが国に広く分布する黒ボク土壌や酸性土壌には活性アルミニウムが多く含まれて

おり、それによって作物が障害を起こしたり、施用したリン酸が強く吸着（固定）さ

れて作物が吸収できなくなったりする。家畜ふん堆肥の中には、キレート作用を有す

る腐植酸、有機酸あるいは糖類などが含まれ、土壌中の鉄やアルミニウムと結合し

て、活性アルミニウムの作物への有害作用を軽減するとともに黒ボク土壌のリン酸吸

収係数も漸減させ、可給態リン酸を増加させる（図 2-1）。 

 堆肥を連用すると、土壌有機物含量が次第に増加する。土壌の有機物含量の増加は

緩衝作用を増大させ、土壌 pH の変動を抑制するとともに、化学肥料の多量施用に対

しても、濃度障害の軽減効果がある。また、低温、干ばつなど作物の生育環境が不良

な条件下においても、それらの衝撃を緩和する作用を有しているとみられている。 

 堆肥の連用土壌では、団粒構造の発達が認められ、土壌の耐食性を増すのに役立っ

ている。また、固相率及び仮比重が低下するとともに孔隙率が高まって土壌が膨軟と

なり、易耕性、通気性、透水性及び保水性が増大し、根群の伸長、発達も良くなる。

とくに有機物の含量の低い非火山灰土においては、有機物施用による物理性改善の効

果は顕著である。例えば香西・平木（1997）は中粗粒質灰色低地土において牛ふん堆

肥を現物で 1t/10a/年の割合で 20 年間施用した場合，固相率並びに仮比重の低下と

いった効果がみられたことを報告した。 

図 ２－１ 有機物の施用効果（甲斐 1976） 

（旧マニュアル p226 図 6-3「有機物の施用効果」を転載） 

Ⅰ．植物養分としての効果（直接的効果） 
１．多量要素の給源 
２．微量要素の給源 
３．緩効的・持続的・累積的効果 
４．炭酸ガスの給源 
５．生育促進物質 

Ⅱ．⼟の物理的・化学的性質の改善（間接的効果） 
１．⼟壌団粒の形成 孔隙分布、透水性、保水性、通気性、易耕性、耐⾷性の改善 
２．陽イオン交換容量の増⼤ 
３．キレート作用 活性アルミナの抑制 リン酸の固定防止・有効化 
４．緩衝能の増⼤ 

Ⅲ．⼟の中の生物相とその活性の維持・増進（間接的効果） 
１．中小生物・微生物の富化・安定化 
２．物質循環能の増⼤ 
３．生物的緩衝能の増強（有害微生物の突発的増殖防止） 
４．有害物質の分解・除去 
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図２－１ 畑土壌に対する有機物施用の効果（上沢 1991 より作図） 

土壌環境基礎調査事業の 1976～1983 年の結果に基づく。 

有機物区は各種堆肥を１作あたり約 1.5t/10a ずつ上乗せ施用 
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 堆肥を施用すると、これを餌として土壌中ではミミズやダニなどの活動が活発にな

り、堆肥自体が土壌中で微小化・分散されて微生物による分解を受けやすい性状にな

る。通常の土壌では、土壌微生物の量・活動は、易分解性有機態炭素量によって最も

強く規定されているが、堆肥中には多くの微生物が含まれており、また、堆肥中の有

機物が餌となるため土壌微生物の数は大きく増加する。さらに、堆肥の施用によっ

て、有機物の分解に関与する土壌動物、糸状菌、放線菌、細菌など多様な生物群が棲

息するようになる。これらの生物群はそのサイズに応じて団粒内外に主要な棲息の場

を確保する（図 2-2）これにより生物相の多様性が維持され、植物病原微生物と拮抗

する等土壌の生物的緩衝能が増大すると言われている。 

 以上のように土壌の理化学性が著しく改善されることにより作物の根群域が拡大さ

れ、過湿および過乾による生育障害を回避できる。粘着性や可塑性が減少し耕耘が容

易になる。このような傾向は土壌有機物に乏しい強粘質の土壌で顕著である。 

    ２２））過過剰剰施施用用にによよるる影影響響  

 堆肥が適切に施用されるならば、前述のように土壌中の植物養分を高め，土壌環境

を改善し，作物の収量を高めることができる。しかし、家畜ふん堆肥の肥料成分量や

成分の形態を無視した不適切な施用が行われた場合には，農地土壌の養分バランスの

悪化，それに伴う作物生育および環境に与える影響が懸念される。とくに未熟な堆肥

の場合には、多量施用によって様々な害作用が生ずることがある。堆肥による土づく

りを進めるには、施用する堆肥の量および質についても注意し、適正な施用を行うこ

とが大切である。 

      （（１１））土土壌壌へへのの影影響響  

 オガクズなどの難分解性資材を含む堆肥を多量に施用すると、土壌中の毛管を切断

して水の移動を妨げ、干ばつの被害を受けやすくすると言われている。また、易分解

性有機物の多い未熟な堆肥が多量に施用された場合、急激に微生物の活動が高まる。

土壌は分解により還元状態になり、作物は根腐れなどにより生育不良を生じるおそれ

がある。特に、排水の不良な粘土質土壌などではこの傾向は顕著である。この場合に

は、施用後一定期間を経て微生物の活動が低下してから播種などの作業を開始する必

要がある。 

＜牧草の加里過剰について検討中＞ 

      （（２２））作作物物生生育育へへのの影影響響  

        ①①生生育育阻阻害害物物質質  

 堆肥の副資材として用いられる稲わらや麦稈にはバニリン酸、p-オキシ安息香酸、

フェルラ酸、p-クマル酸などのフェノール酸が含まれており、またオガクズや樹皮

（バーク）のような木質物にはフェノール酸の他にタンニンや精油などの生育阻害物

質が含まれている。また、堆肥化が適切に行われず、嫌気的に発酵した場合、フェノ

ール酸や低級脂肪酸が多量に生成される。このような生育阻害物質を含む堆肥を施用

すると、作物の生育が阻害される危険性がある。 

        ②②ククロロピピララリリドド  

 クロピラリドは米国、オーストラリア、カナダなどの海外で牧草や穀類の生産に使

われている難分解性の除草剤の成分である。クロピラリドが混入した輸入飼料が家畜
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に給与された場合、堆肥に残留して一部の園芸作物に対して生育障害を引き起こす可

能性がある。これまでに、主に牛ふんを原料とした堆肥を施用した育苗中のポット栽

培や施設栽培において生育障害が生じている。クロピラリドに感受性の高い作物は、

ナス科、マメ科、キク科の作物で、生長点や葉の奇形、単為結果などの異常生育が発

生し、症状が著しい場合には株が委縮し、回復が見込めない場合がある。クロピラリ

ドが含まれている可能性のある堆肥の園芸作物への施用に当たっては作物の種類や施

用量に留意し、堆肥の過剰施用は行わない、施用する場合は適正な施用量を守る、さ

らによく土壌と混和することが必要である。 

＜クロピラリドに関する対策マニュアルの整備に合わせて記載内容を検討予定＞ 

      （（３３））環環境境へへのの影影響響  

 窒素の過剰施用は発芽不良、過繁茂、倒伏、生育・出穂・成熟の遅延、稔実不良、

病虫害の多発、収量・品質の低下等の障害を引き起こす可能性がある。また、作物が

生育障害を起こさなかったとしても作物体中の硝酸態窒素の含有率が高くなる。蓄積

された硝酸態窒素は牛に摂取されると第 1 胃内の微生物により還元され亜硝酸態窒素

になり吸収される。亜硝酸態窒素は赤血球中のヘモグロビンをメトヘモグロビンに変

え、ヘモグロビンの酸素運搬機能を阻害し酸素欠乏を生じさせる。これが原因で牛が

死亡する場合もあり硝酸中毒として注意が払われている。さらに、農地に施用された

余剰窒素の多くは硝酸イオンになって地下水や表流水に流亡したり、アンモニアや一

酸化二窒素になったりして大気に揮散する。 

＜説明を加える予定＞ 

    ３３））家家畜畜ふふんん堆堆肥肥のの適適正正施施用用  

 金澤ら（2007）は、土づくりの視点から、畑土壌の土壌有機物含有量を一定水準に

維持するための堆肥の受容量を求めることとし、非黒ボク土では地力増進基本指針に

おける改善目標である土壌有機物含有量（全炭素で 1.74%）を５年連用で達成または

維持できる堆肥施用量を、また、元々の腐植含量が高い黒ボク土では腐植含量が低下

しない堆肥施用量を推定し、土壌図データ等を利用し市町村ごとに積算を行った（図

2-3）。次に、適正な養分供給を考え、基肥窒素の半量を乳用牛ふん堆肥で代替する場

合の堆肥施用量について推定し、市町村ごとに積算を行った（図 2-3B）。適正な養分

供給のための堆肥受容量(図 2-3B)と比べて腐植を一定水準に維持するための牛ふん堆

肥受容量が高くなる市町村が多い。これは、土づくりを主目的として堆肥を施用する

と土壌に過剰の養分が投入されてしまうことを示している。 

 適正な養分供給を考えた単位面積あたりの堆肥受容量は 0.2～2.7t/10a/年と東北日

本海側や北陸地域などの施肥量の少ない水田作地帯で低く、最大となる地域でも

2.7t/10a/年とそれほど高くない。これに対して畑土壌の腐植水準維持のための単位

面積当たりの堆肥受容量は、非黒ボク土では 1～6t/10a/年、黒ボク土では 0～3 

t/10a/年であった。家畜ふん堆肥には土壌改良効果があるが、肥料成分が高濃度化し

た堆肥では、従来のような土づくり効果を主目的とした「化学肥料に上乗せ」では養

分管理上の問題が生じやすいことがうかがえる。 
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 わが国の土壌は近年交換性カリや可給態リン酸等の土壌養分が蓄積し、養分バラン

スが悪化する傾向にあるが、その要因のひとつに家畜ふん堆肥の多量施用が指摘され

ている（大島・後藤, 2008）。堆肥の施用は土壌有機物の維持にかかせない土壌管理

であるが、肥料成分としての堆肥中のリン酸、加里の投入量を考慮した施肥設計が十

分行われているとは言えない状況である。家畜ふん堆肥は、無機態窒素供給量に比べ

てリン酸と加里含量が高い。特に豚ぷん堆肥と鶏ふん堆肥にはリン酸が多く含まれて

おり、肥料成分として無視できない。さらに多くの作物で収穫物の N:P 比は高く、家

畜ふん堆肥の低い N:P 比とつり合いが取れていない。このため、家畜ふん堆肥からの

肥料供給を考慮しない場合、必然的にりん酸や加里が過剰施用となる。可給態リン酸

や交換性加里含量の低い土壌ではこれらの養分の過剰はさしたる問題はないが、りん

酸過剰による作物の生育障害や病害の発生、加里過剰による塩基バランスの乱れから

作物の苦土欠乏が散見されている。家畜ふん堆肥からの肥料供給を考慮した施肥設計

と継続的な土壌診断による土壌可給態養分の把握が求められている。  

    ４４））堆堆肥肥のの施施用用基基準準  

 農林水産省において平成 20 年に「土壌管理のあり方に関する意見交換会」（座長：

木村武 農研機構）が開催され、堆肥の種類別の施用基準が設定され、地力増進基本

指針（農林水産省,2008a）に反映された。この施用基準は、毎年減少する土壌有機物

を年々の営農の中で堆肥等の適正な施用により補給して維持する観点に加え、有機質

資源の循環利用の促進の観点を踏まえ堆肥施用量の下限値として設定された（表 2-

2）。 

 対象となった堆肥は，稲わら堆肥，牛ふん堆肥，豚ぷん堆肥，バーク堆肥の 4 種類

として，鶏ふん堆肥については，地力の維持・増進効果が小さいことから施肥基準の

設定対象としなかった。作物の区分は，水稲，畑作物（野菜を除く），野菜および果

樹の４区分とし、土壌有機物の分解率の違いを踏まえて土壌の種類（黒ボク土・非黒

図 ２－３ 市町村毎の牛ふん堆肥受容量 (金澤ら、2007) 
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ボク土）、地帯（寒地・暖地）の区分を設定した。表示した値は標準的な堆肥での値

で，現物当たりの窒素含有率は，稲わら堆肥 0.42%，牛ふん堆肥 0.71%，豚ぷん堆肥

1.35%，バーク堆肥 0.48%。暖地は高標高地を除く関東東海以西が相当し，寒地は東北

と北海道が相当する。 

  

  

 なお、わが国では通常、都道府県ごとに堆肥の施用基準が定められており、都道府

県が地域の実態を踏まえて改めて設定することになる。 

 表 2-2 の運用にあたって、堆肥中の肥料成分を考慮した施肥設計が必要であり、堆

肥の施用に係る指導と併せ、減肥マニュアル等に基づく減肥指導の徹底に努めるもの

とするとの注意書きが示されている。特別栽培などで堆肥施用量を増やしたときに化

学肥料をどれだけ減肥したら良いかについてのガイドラインとして，表 2-3 がまとめ

られた。 

  

  

 但し、減肥量のガイドライン（表 2-3）はあくまでも目安の数値である。実際に

は、個々の堆肥によって成分含有率や肥効率は大きく変動するので、前述した簡易分

図 ２－２ 堆肥連用条件下における１年１作の場合を想定した堆

肥施用量の基準値（単位：t/10a） 

寒地 暖地 寒地 暖地 寒地 暖地 寒地 暖地
稲わら堆肥 1 1 1 1 稲わら堆肥 2 4 1.5 1.5
牛ふん堆肥 0.3 0.3 0.3 0.3 牛ふん堆肥 1.5 2.5 0.5 1
豚ぷん堆肥 0.15 0.15 0.15 0.15 豚ぷん堆肥 1 1.5 0.3 0.5
バーク堆肥 1 1 1 1 バーク堆肥 1.5 2 1.5 1.5

寒地 暖地 寒地 暖地 寒地 暖地 寒地 暖地
稲わら堆肥 2.5 4 2.5 2.5 稲わら堆肥 2.5 2.5 2 2
牛ふん堆肥 1.5 2.5 1 1 牛ふん堆肥 1.5 1.5 1 1
豚ぷん堆肥 1 1.5 0.5 0.5 豚ぷん堆肥 1 1 0.3 0.3
バーク堆肥 2.5 2.5 2.5 2.5 バーク堆肥 1.5 1.5 1.5 1.5

【畑作物】
⿊ボク⼟ 非⿊ボク⼟

【果樹】
⿊ボク⼟ 非⿊ボク⼟

⿊ボク⼟ 非⿊ボク⼟
【水稲】

【野菜】
⿊ボク⼟ 非⿊ボク⼟

図 ２－３ 肥１t あたりの減肥量（kg/t） 

水稲 畑作物
稲わら堆肥 1.0 1.7 2.0 2.9
牛ふん堆肥 2.1 4.3 7.0 4.8
豚ぷん堆肥 4.1 8.1 19.4 6.9
バーク堆肥 1.1 1.9 3.1 1.8

作物
窒素

りん酸 加里
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析法等による評価結果等に基づいて施用量を決定することが望ましい。計算の具体例

を表 2-4 に示した。 

 

【算式１】 

堆肥等を施用した場合の減肥量(kg/10a) ＝ 堆肥施用量(t/10a) × 堆肥 1t 当たりの減肥量(kg/t) 

【算式２】 

施肥量(kg/10a) ＝ 施肥基準(kg/10a) － 堆肥を施用した場合の減肥量(kg/10a) 

 
表２－４ 堆肥等有機物を施用した場合の減肥計算の具体例 

具体例 

リーフレタス（施肥基準量：窒素 20 ㎏、りん酸 18 ㎏、加里 20 ㎏）に対して、 

乳牛ふん堆肥（窒素全量 0.7％、りん酸全量 0.8％、加里全量、1.1％）を施用する場合 

乳牛ふん堆肥１.5 トン（1500 kg）当たりの減肥可能量 

窒素：1500 kg/10a × 20/100（肥効率） × 0.7/100＝ 2.1 ㎏ 

りん酸：1500 kg/10a × 100/100（肥効率） × 0.8/100＝ 12 ㎏ 

加里：1500 kg/10a × 100/100（肥効率） × 1.1/100＝ 16.5 ㎏ 

∴乳牛ふん堆肥１トン施用する場合 窒素 2.1 ㎏、りん酸 12 ㎏、加里 16.5kg

減肥できる。 

窒素 20-2.1 ＝17.9、りん酸 18-12＝6、加里、20-16.5＝3.5 

不足する分として、窒素 17.9 ㎏、りん酸 6 ㎏、加里 3.5 ㎏を普通肥料で施用

する。窒素を基準に施肥量を定め、L 型肥料（14-4-4）等を用いるのも良い。 

• 肥効率は、堆肥の処理方法

や副資材の種類、腐熟度の違

い等によって異なるので、利用

しようとする堆肥の肥効率等、

肥効情報が示されている場合

には、それに従う。 

• 窒素の減肥可能量の推定に

あたっては、MAP も含めたアン

モニア態窒素の分析と酸性デ

タージェント分析による方法を

用いることを推奨する。 

 

 なお、「土壌管理のあり方に関する意見交換会」の報告書では、堆肥が肥料成分の

供給に加えて土壌物理性の改善のために施用されることが多いことから、その際に、

養分過剰によって生産の低下や環境負荷を生じないよう上限値を記している。具体的

には堆肥中の有効窒素が施肥基準を超過することがないような水準として堆肥の施用

上限値が設定されている（表 2-3）。 

 

図 ２－５ 堆肥連用条件下における１作あたりの堆肥の施用上限

値（単位:t/10a） 

水稲 畑作物 野菜 果樹
稲わら堆肥 4.5 9 14 13
牛ふん堆肥 2 3.5 5 5
豚ぷん堆肥 1 2 2.5 2.5
バーク堆肥 4 8 12 11

作物
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  ３３．．堆堆肥肥のの広広域域流流通通へへのの対対応応  

 地域内での堆肥利用が多いため地域内で堆肥の流通が完結する場合もあるが、九州

のように家畜の飼養頭数が多い地域では、地域内ではすべての堆肥を利用することが

困難である。この結果、余剰となった家畜ふん堆肥の地域内農地への多量還元を余儀

なくされるため、堆肥還元に起因する環境問題も顕在化している。堆肥の広域流通は

畜産経営の問題としてだけでなく、環境保全の観点からも重要な課題であり、近年で

は、農耕地の地力培養、堆肥に含まれる肥料成分の有効利用を進める観点からも取組

の強化が求められている。 

 堆肥のように重量に対して価格が安い製品は、輸送コストが販売価格に大きく影響

する。そこで、堆肥の広域流通が経済的に可能となる堆肥の造粒による物性改善と有

機肥料として利用を促進する上で不可欠な肥料成分の安定化などの付加価値技術が求

められている。 

    １１））堆堆肥肥のの造造粒粒技技術術  

 堆肥の造粒方法として、攪拌造粒と押出造粒について述べる。 

      （（１１））攪攪拌拌造造粒粒  

 ロータリー式撹拌発酵装置は良好な好気発酵を維持でき、かつランニングコストが

比較的安いという特徴をもつことから、畜産農家に広く導入されている。ロータリー

式撹拌発酵装置を設置した発酵槽の終端では、粒状になった堆肥粒が見られることが

ままあるが、本現象を利用して条件を整えることにより、採卵鶏ふんの堆肥化と同時

に造粒（発酵造粒）を行うことができる。 

 造粒適正水分に調整された原料は、ロータリー式撹拌発酵装置により均一に練り返

されて塊が成形される（図 3-1）。この工程では原料粒子のすき間にある空気が押し出

されて密度が高まり、粒子間の接着力が生まれる（混練効果）ため、最終製品の強度

や歩留まりが高まる。その後、塊がナタ爪によって削り取られ、削り取られた原料が

ナタ爪の表面を一定距離転がることにより造粒物が生じる。粒の転がり距離は①ナタ

爪の種類（図 3-2）、②撹拌ロータリーの回転数、③機械の走行回数により概ね決定さ

れる。ナタ爪幅（L1）が広い、軸に対する爪の取り付け角度が広い（θ）が広いほ

ど、爪上転がり距離（π）は長くなる。しかし、爪の幅や取り付け角度によっては、

機械負荷が大きくなることから、適切な爪を選定する必要がある。造粒の仕組みの詳

細については、浄水ケーキの造粒システムおよび造粒方法（特許 4474501 号）を参考

にされたい。 

 ウインドウレス鶏舎より排ふんされた採卵鶏ふんの乾燥粉砕物に腐植酸質資材を乾

物比で 5％添加して調整した原料を用いた時の造粒が開始する水分範囲は、60～63％

であった。この水分範囲は一般的に鶏ふんの堆肥化に適しているとされる含水率と同

程度かやや高い程度であった。堆肥の含水率が 30～35％に低下した後も攪拌を続ける

と造粒物が崩れて細粒化するため、速やかに堆肥を乾燥レーンに搬出し、乾燥させ

る。 
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      （（２２））押押出出造造粒粒  

 家畜ふん堆肥の押出造粒による成形方法には大きく分けて乾式造粒法（ペレタイザ

ー）と湿式造粒法（エキストルーダー）の２種類がある。エキストルーダーは、水分

が 30～50％の比較的高い水分の原料に適するのに対し、ペレタイザーは、20-25％の

比較的低い水分の原料に適する。エキストルーダーでは、原料がスクリュー状のオー

ガの回転によって混錬と同時に搬送され，オーガの先に取り付けた有孔ディスクを通

過することで成形される（図 3-4）。一方、ペレタイザーでは有孔ディスクとディスク

に接したローラーの間に供給された原料がローラーの回転によってディスク孔に圧送

されることで成形される（図 3-4）。押出造粒による一般的な造粒工程は，成形機に原

料を供給する前に，原料の水分を加水や乾燥により成形に適した水分に調整する行

図 ３－１ ロータリー式小型造粒装置における造粒中の堆肥形状変化 

図 ３－２ ロータリー式小型造粒装置と造粒の仕組み 

図 ３－３ 造粒物の写真 
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程，水分調整された原料を成形機により造粒する行程，造粒物の品質の劣化を防止

し、強度を向上させるための３段階の工程で構成される。成形された堆肥は品質劣化

を防ぐため造粒後ただちに乾燥させ、製品水分を 15％以下とする必要がある。 

    ２２））造造粒粒ののメメリリッットト  

 堆肥は造粒することで、水分含量が少なくなり肥料成分が濃縮されるとともに，堆

肥中の窒素の硝化遅延による窒素肥効の向上（原ら，2003），リン酸肥効の向上（荒

川，2012）により肥料的効果が期待できる。 

＜製品物性、機械散布適性、肥効特性について最新情報を調査中＞ 

  

  

  

  

  

図 ３－４ 押出成形機の種類と特徴 

表 ３－１ 堆肥成形処理の利点（薬師堂,1997 に加筆） 

利 点 内 容 
1. 貯蔵容積の減少 
2. 輸送性の改善 
3. 貯蔵中の成分保持 
4. 散布性の改善 

 
5. 肥効の均質性 

 
6. 肥効の向上 

貯蔵容積が 40％に減少。 
重量が約 60％に減少。 
含水率が 15％以下のため、カビの発生が防止され成分を維持 
同一成分量で単位⾯積当たりの散布重量を減少するとともに化学肥料散布
機で代替できる。 
成型堆肥中の成分含量はほぼ均質になっている。また、成型堆肥のおおきさに
より一定の肥効パターンを⽰す。 
硝化遅延による窒素肥効の向上、りん酸肥効の向上が認められる。 
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  ４４．．普普通通肥肥料料原原料料ととししててのの利利用用  

    １１））法法令令  

 近年、わが国の農地土壌をめぐっては、堆肥の施用量の減少や主要成分中心の画一

的な施肥などにより地力の低下や土壌の栄養バランスの悪化といった課題が顕在化し

ている。その一方で、世界的な肥料の需要が伸びてきており、将来にわたってわが国

の肥料を安定的に確保するためには、国内で調達可能な堆肥や産業副産物を一層有効

利用し、肥料原料の海外依存度を下げることが重要である。さらに、これまでは家畜

ふん堆肥などの特殊肥料と化学肥料などの普通肥料の配合を原則認めておらず、その

ことが、両者を一度に散布して省力化につなげたいといった農業者のニーズに柔軟に

対応した肥料生産を行う上での制約となっていた。こうした背景から 2019 年 12 月に

「肥料取締法の一部を改正する法律」が公布された。改正の主なポイントは、①肥料

の原料管理制度の導入、②肥料の配合に関する規制の見直し、③肥料の表示基準の整

備、④法律の題名の変更であり、今後、改正法の施行に向けた政令等の整備が進むこ

ととなる。 

    ２２））混混合合堆堆肥肥複複合合肥肥料料  

 上述のように、家畜ふん堆肥などの特殊肥料と化学肥料などの普通肥料の配合を原

則認められていなかった。混合堆肥複合肥料は 2012 年 9 月に新設された普通肥料の

公定規格で、一定の成分含量を有する家畜ふん堆肥と食品由来堆肥を乾物重量比で

50％以下であれば普通肥料と混合することが可能になった（図 4-1）。混合した肥料は

造粒ないし成形と加熱乾燥が義務付けられており、肥料が散布しやすく、衛生上の安

全性も確保される。混合堆肥複合肥料では、通常の肥料と同様に成分値が保証される

ことから、施肥設計が立てやすくなり、適正施肥を行うことができる。混合堆肥複合

肥料の普及は、堆肥の利用促進によるメリットがあること、従来の有機化成と比べて

施肥コストを抑制できること等が期待される（加藤ら,2017 表 4-1）。 

 これまでに、豚ぷん堆肥や食品由来堆肥を原料とする混合堆肥複合肥料が開発され

てきた（小宮山・辻, 2013）。さらに、牛ふん堆肥を原料堆肥として用いた混合堆肥

複合肥料については農林水産省委託プロジェクトで開発が行われ、一部の銘柄につい

て生産が開始している。 

 これまでの取組の中で、家畜ふん堆肥は、通常の有機質原料に比べて、含水率が高

い、粒度が粗い、臭気が強い、pH が高い等の点が使用上の課題として挙がっている。

これらの点は、造粒、搬送、乾燥の各工程や環境上の障害要因となる場合がある。高

水分は原料保管中の品質劣化や造粒・成形前の乾燥処理が必要になる要因となる。pH

が高い堆肥は窒素質肥料と混合した際にアンモニア揮散を招く恐れがある。特に尿素

を混合した時に顕著である。臭気は未熟な堆肥を原料として用いた場合顕著である

が、対応が困難な場合は設備的改善が必要となる。設備的改善が厳しい場合には、堆

肥の使用割合を減らすことにより障害要因をコントロールする。 

 さらに、品質の安定した原料堆肥を大量調達することが難しいため小ロット生産と

なる懸念がある。従って、供給側の畜産農家と製造を担う肥料メーカーが密接に連携

することが重要である。畜産農家は耕種農家に販売している堆肥とは異なる管理が必

要になることも多い。耕種農家の求める規格に合致した肥料を製造する上で、何が課
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題なのかを両者が情報共有し、意見交換を重なる中で信頼関係を醸成することが必要

となる。 

混合堆肥複合肥料は、施肥及び土づくりの同時効果が期待されているところである。

ただし、従来の堆肥施用に比べて混合堆肥複合肥料による有機物投入量はかなり少な

いので、土づくりについては補完的な効果ととらえ、別途、土づくりの取組みを考え

る必要もあろう。 

  

  

  

    ３３））肥肥料料原原料料ととししててのの家家畜畜ふふんん堆堆肥肥  

＜今後の改正法の施行に向けた政令等の整備に合わせて加筆予定＞ 

 

  

図 ４－１ 混合堆肥複合肥料の公定規格の概要 

表４－１ 混合堆肥複合肥料の開発・製造・普及におけるメリットと課題 
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