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ロータリー撹拌方式の堆肥発酵施設で観測した冬期の初期発酵温度上昇
Temperature Change at an Aerated Rotary Manure Fermentation Facility in Winter
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Masanori OFUKA, Kazumasa NAKAMURA, Hiroyuki NAKAYAMA and Yoshiaki HIDESHIMA

特別研究『積雪寒冷地における環境・資源循環プロジェクト』の一環として、湧別町に建設さ
れた資源循環試験施設内のロータリー撹拌方式の堆肥発酵施設において、冬期の堆肥発酵温度を
測定した。外気温の最低値が−１
４℃で、日平均値が−７℃といった低温期でも通常の撹拌だけで
堆肥温度は６
０℃程度まで上昇することが確認できた。発酵槽内の堆肥原料に通気する場合で、通
気温度が発酵中の堆肥温度より低い場合では、昇温した堆肥の冷却や発酵槽内の温度分布の不均
等に留意することが重要である。
≪キーワード：寒冷地；堆肥；乳牛ふん尿；撹拌；通気；温度≫
As part of a special research project named ” resource circulation project for cold, snowy
regions”, a rotary agitating manure fermentation facility was constructed at a research facility in
Yubetsu. Under agitation during the cold period（min. air temperature of−１４，avg. daily air
temperature of−７℃）
，the manure temperature rose to about６０℃．Under agitation and aeration
with median warm air（about３
０℃）during the cold period, the manure showed non−uniform
temperature, with localized increases and decreases.
≪Keywords : cold, snowy region ; manure ; dairy cattle waste ; agitation ; aeration ; temperature≫
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１．はじめに

行える。通気装置は３台設置されており、堆肥発酵槽
全延長を３分割して各々の区間ごとで通気量を調整で

『積雪寒冷地における環境・資源循環プロジェク
ト』では、家畜ふん尿処理にメタン発酵技術を導入し

きる。堆肥発酵槽の機器諸元等は表−１に示すとおり
である。

たモデルプラントを道内２箇所（別海町、湧別町）に

堆肥原料は、原則として、土曜日と日曜日を除く毎

建設し、実証試験、研究開発を通じて積雪寒冷地にお

日の午前及び午後に各１回ホイルローダーによって堆

ける資源循環システムの確立をめざしている。積雪寒

肥発酵施設に搬入される。この堆肥原料は堆肥発酵槽

冷地のバイオガスプラントの実現性を検討するにあ

の搬入口から４m 地点に置かれ（写真−２）
、１日２

たっては、メタン発酵によって生成されたエネルギー

回ロータリー攪拌機で撹拌され１．
７m ずつ移動する。

を効率的に利用し、バイオガスプラントを構成する諸

撹拌時刻は、通常、正午頃と午前１時頃に設定されて

施設を年間を通して適正に運転管理した際に、プラン

いる。堆肥原料は、この発酵槽において２０日間をかけ

ト全体におけるエネルギー収支の面から自立できるか

て１次処理（堆肥材料を作物へ施用したときに生育障

を把握する必要がある。そのため、プラント内の施設

表−１

湧別堆肥発酵槽の機器諸元と操作方法

の適正な管理運転方法やそれぞれの施設に必要な最小
エネルギー量を明確にする必要がある。
建設施設のうち、湧別町に設けた施設では、プラン
トに搬入されるふん尿に敷料などの固形分が多く含ま
れ、そのため、メタン発酵施設のほかに固形分を堆肥
化するロータリー撹拌方式の開放型堆肥発酵槽を有し
ている。この堆肥発酵施設では、冬季間の堆肥化に必
要なエネルギーをどの程度節約できるかを知ることが
重要である。堆肥化施設での発酵促進には、攪拌機お
よび通気ブロワーが活用できるが、前者については施
設設計上の条件から、概ね毎日２回という頻度が設定
されている。それゆえ、エネルギーの節約の観点から
は、バイオガスを燃料源とする通気ブロワーの運転方
法が検討項目となる。この調査では、堆肥化過程で満
足すべき条件として、
「品温が１日以上６
０℃を超える
こと」１）を設定し、この条件を満たしながら必要エネ
ルギーを抑制しうるブロワー運転方法を探ることとし
た。ここでは、その結果について報告する。
２．堆肥発酵施設概要
写真−１

湧別資源循環試験施設設内の堆肥発酵槽

湧別資源循環試験施設内の堆肥発酵に関わる施設
は、天日乾燥施設、堆肥発酵施設、完成堆肥舎から構
成される。これらの施設は、この地域の酪農で用いら
れる長藁を含んだふん尿や育成牛のふん尿にも対応で
きるよう計画されている。天日乾燥施設は、この地域
に水分調整資材が乏しいことから、事前に天日乾燥に
よって水分調整を行うために設けられたものである。
なお、この調査においては天日乾燥施設による水分調
整は行わなかった。堆肥発酵施設は、ロータリー撹拌
方式の開放型発酵槽が採用されており（写真−１）、
また、ブロアーから床面の有孔パイプを通じて通気が
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写真−２

堆肥原料投入状況
３
１

害の原因となりやすい易分解性有機物を分解させる処

計測器（測定可能範囲：−６０〜１５５℃、測定精度：平

理）を行い、その後完成堆肥舎にて２次処理を行う。

均±０．
５℃（−４０〜８０℃の範囲））を設置し、継続的に
測定した（写真−３）。この調査は、平成１３年１２月４

３．調査目的

日９：１５〜１２月７日８：４５にかけて実施した。なお、
この調査を行う前までに堆肥発酵槽の通気を行ってお

寒冷地の寒冷期においては、外気温が低いためだけ

らず、発酵槽内の堆肥はすべて無通気条件によるもの

でなく、搬入される堆肥原料の温度も低く、堆肥原料

である。表−２及び図−１は、調査項目及び堆肥温度

そのものが凍っていたり、あるいは、堆肥原料の中に

測定センサー設置概略図をまとめたものである。堆肥

氷塊が混入しているため、堆肥化が順調に進まないこ

温度の測定個所は、図−１のように、搬入口から堆肥

とが懸念される。発酵に関わる微生物の活動が低調で

の移動方向に４、７、１０、１３、１６、１９、２２、２
８、４０、

あれば堆肥の腐熟は進まず、また、堆肥温度が上昇し

５２、５８m の１１測点とし、各測点ごとに両コンクリー

ないため、病原菌や雑草の種子が死滅せず、生産され

ト側壁より７
５cm、深度４０cm の左右２箇所で測 定 を

た堆肥の製品価値の低下が懸念される。

行った。ただし、測点４m 地点では、投入直後から

堆肥化に関するこのような寒冷地特有の課題に対

撹拌によりこの地点から堆肥が移動するまでの堆肥温

し、湧別の堆肥化施設では、堆肥発酵槽の床面に通気

度を測定した。その他に、測点１
０、１６、２２m におけ

装置を備え、約３
０℃の空気を強制的に供給する考え方

る堆肥含水率と容積重、測点４m での投入直後の堆

をとっている。通気の目的は、①好気性発酵を行う上

肥原料の含水率を測定した。含水率は、１測点ごとに

で必要となる酸素を供給し発酵を活発化させる、②

表面から数 cm 分の堆肥を除去し、その下の堆肥を偏

湿った空気を堆肥から排出し、水分蒸発を促進させ

りなく採取し、これをバット上で混ぜ合わせた後、６０

る、③凍った堆肥原料を暖めることにより早期に堆肥

g 程度ずつ３〜５試料に分けて測定し、その平均値と

温度を上昇させる、などである。しかしながら、堆肥

した。容積重は、あらかじめ容積を測定したバケツに

発酵が順調に行われており、堆肥温度が上昇している

堆肥発酵槽内の堆積状態と同じになるよう試料を入

状況下では、これより低温の空気を送り込むことは逆

れ、その湿潤重量から求めた。また、堆肥発酵施設内

に堆肥を冷却し、発酵速度を低下させることもある。
したがって、どのような通気が堆肥発酵にとって効果
的なのかを明確にする必要がある。
そこで、通気に必要なエネルギーを最も小さくし得
る条件として、先ず、無通気における堆肥発酵の温度
上昇を把握する。次に、無通気では温度上昇が遅く堆
肥化に必要な温度まで上昇しない場合には通気が必要
と考えられるので、そのときの通気量と温度上昇との
関係を調査する。なお、堆肥の腐熟を示す指標等に用
いられる簡易的な方法は少なく、その中でも堆積物の
温度変化などがよく利用されているといわれている２）
ので、この調査においても堆肥の温度状態を堆肥化の
良否の判定指標とした。

写真−３

堆肥温度測定状況

表−２

調査項目

４．調査方法
４−１

寒冷初期調査

外気温が下がり、堆肥発酵熱が奪われやすく、
また、
農家から搬入される家畜ふん尿が凍りはじめる時期
（以下では、寒冷初期と呼ぶ）の無通気条件下での堆
肥温度を測定した。堆肥原料移動方向ごとに自動温度
３
２
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の気温を測定した。

もに堆肥発酵槽内の堆肥は徐々に搬出口へ移動するた
め測点４m 地点 の 堆 肥 が な く な り 測 定 不 可 能 と な

４−２

り、順次５．
７、７．
４m 地点が測定不可能となった。

寒冷期調査

年間を通して最も低温となる時期
（以下では、
寒冷期

４−３

寒冷期における通気による堆肥発酵促進調査

と呼ぶ）
の無通気での堆肥発酵温度を把握する目的で、
平成１
４年２月１２日１
７
：０
０〜２月１
５日８
：
４０に測定を行った。

この調査は、平成１４年２月２６日０：３０（深夜の撹拌

この調査では、
寒冷初期調査の測点位置を変更し、
４、

直後）〜３月１日９：００にかけて実施した。通気は堆

５．
７、
７．
４、
９．
１、
１０．
８、
１
２．
５、
１
５．
９、
１
９．
３、
２２．
７、
２７．
８、

肥発酵槽全延長の内、投入側から１／３区間と中央の

３９．
７m とした（図−１）
。１測点あたりの堆肥温度の

２／３区間の２区間で行った。また、通気量の堆肥温

測定個所は寒冷初期調査方法と同様に左右２箇所であ

度への影響を把握するため、図−２に示すように、平

る。また、含水率、容積重、堆肥発酵施設内気温につ

成１４年２月２６日０：３０〜２月２７日０：００は通気バルブ

いても寒冷初期調査と同様な測定を行った。

の開度を全開とし、平成１４年２月２７日０：００〜２月２８

なお、この調査前の２月４日からは通気を行ってい

日０：００は半開、平成１４年２月２８日０：００〜３月１日

ないが、２月４日以前は通気しながら運転管理されて

９：００は全閉とした。測点は、先に行った寒冷初期及

いた。調査開始時点で、測点１
９．
３、２
２．
７、２
７．
８、３９．
７

び寒冷期調査の試験結果を考慮し、堆肥温度が上昇す

m 地点の堆肥は通気を受けた履歴をもっている。ま

る過程を把握しやすい５．
７、１０．
８m の２測点と比較的

た、寒冷期調査期間の堆肥原料の搬入は２月１
２日夕方

堆肥温度が高温で安定する２７．
８、３９．
７m の２測点の

に１度行われただけで、２月１
３日以降は搬入がなされ

合計４測点とした。１測点の断面あたりの測定個所

なかった。そのため、撹拌を２月１
３日の午後、２月１４

は、図−１に示すように、堆肥発酵槽の幅あたり５測

日の深夜と午後の計３回しか行わなかった。撹拌とと

線、深さ方向に３〜４深度とした。先に実施した２回

図−１
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堆肥温度測定位置
３
３

図−２

寒冷期における通気による堆肥発酵促進調査期間におけるバルブ開度

の試験同様、５．
７、１
０．
８、２
７．
８、３
９．
７m 測点での含水

カ年平均を示す。
寒冷初期調査時期の最高気温は−２．
１℃、

率及び容積重と、
投入直後の原料の含水率を測定した。

最低気温は−１０．
９℃となっており、寒冷初期調査期間
中の施設外気温は常に氷点下であった。寒冷期調査期

５．調査結果および考察

間は、過去１０カ年平均とほぼ同じ気温であり、最低気
温でも−１４．
６℃となっており、ほぼ湧別町の平均的な

５−１

調査期間中の気温

冬期気温状態にあったと考えられる。また、寒冷環境
下で通気を 行 っ た 場 合 の 調 査 期 間 は、最 高 温 度 が

図−３は、湧別アメダスによる平成１
３年４月１日か

５．
０℃、平均気温は−１．
２℃であり、湧別町の冬期環境

ら平成１
４年３月３
１日の毎時の気温と過去１
０カ年の平均

としては高温状態であった。しかし、平均気温が０℃

気温、及び、それぞれの５日間移動平均である。

以下であることから、通気量と堆肥温度の関係の検討

過去１
０カ年のデータによると、湧別町では１
１月下旬

に大きな支障とならないと考えた。

より０℃以下になりはじめ、２月の中旬に最低気温を
示す。
過去１
０カ年平均気温の５日間移動平均では−８．
０℃

５−２

寒冷初期における堆肥発酵

程度、毎時の気温では−１
１．
９℃の最低気温を記録して
図−４に、寒冷初期調査期間中に搬入された堆肥原

いる。
表−３に調査を行った時期の気温と同時期の過去１０

図−３
３
４

料の内、平成１３年１２月４、５、６日午後に搬入された

調査時期の湧別気温状況
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原料の含水率と同日午後の撹拌後、測点１
０、１
６、２
２m

表−３ 各調査時期の気温と過去１０カ年平均気温との比較

に堆積されていた堆肥の含水率と容積重を示す。この
調 査 期 間 に 搬 入 さ れ た 堆 肥 原 料 の 含 水 率 は６
８．
４〜
７
３．
０％とばらつい て い た。測 点１６と２
２m で は７０％程
度の含水率であった。容 積 重 は、測 点１
０、１
６、２２m
と測点番号が増えるにつれて増加しており、搬出口に
近いほど密になっている。測定した１
２m の間で約０．
０８
kg/l の相異があった。堆肥化開始時の容積重は０．
５
kg/l 以下であれば通気性が良くなるといわれている１）
が、湧別資源循環試験施設に搬入されるふん尿には藁
が混入しており、機械による固液分離機能が高いた
め、容積重が小さく、増加した容積重の値も特に堆肥
化を阻害するほどの大きさではなかった。また、搬入
された堆肥原料の C/N 比は、２８〜３
５の範囲にあり、
堆肥化に支障のある材料ではない２）。寒冷初期調査期
間に搬入された堆肥原料は特に異常な材料でなかった
と考えられる。
平成１
３年１
２月４日９：１
５〜１
２月７日８：４
５の調査期
間中における全測点での堆肥温度データは図−５に示

図−４

すとおりである。同図に示す矢印は攪拌機の稼働時点
を示す。堆肥発酵槽はビニールハウス内にあり、同図

５−３

堆肥発酵槽各位置の堆肥含水率・容積重
（寒冷初期：平成１３年１２月４〜７日）
寒冷期の堆肥発酵

にはハウス内の気温も併記した。また、この図から材
料の移動を追いながら、投入後の経過時間と堆肥温度

寒冷期の堆肥温度の全データは図−８に示すとおり

との関係を図−６に整理した。図−７は、調査期間中

である。同図から整理した各位置での堆肥原料の温度

の５時点における堆肥発酵槽の延長方向の温度であ

は図−９のとおりである。また、堆肥原料の含水率と

る。

堆肥発酵槽の各位置での含水率・容積重は図−１０のと

この調査期間における施設内の気温は日中０℃以上

おりである。

あるが、夜間は０℃以下になっていた。堆肥原料は堆

この調査期間に搬入された堆肥原料は、含水率が

肥発酵槽に６回搬入されたが、最後に搬入された堆肥

７３％程度のものであり、測点１０．
８〜２２．
７m に堆積さ

原料を除く全ての原料は低温であり、氷塊の混入や、

れている堆肥もほぼ７
３％であった。測点１
０．
８〜２２．
７m

堆肥原料自体の凍結がみられた。しかし、図−６をみ

間の容積重は、寒冷初期調査時より小さく０．
１
９〜０．
２
７

ると、投入時に０℃程度であった材料は、１
２時間後に

kg/l の範囲にあった。投入原料の C/N 比は３
９であっ

２〜３℃になり、さらに２
４時間時点では約８℃、４８時

た。

間時点には約３
４℃になっている。投入時に０℃近い材

この調査においても堆肥は投入後、徐々に温度上昇

料は、最初の撹拌までに、ほんのわずかしか温度上昇

して、堆肥原料投入後測点１５m 付近（投入後４日後）

しないが、最初の撹拌以降徐々に温度が上昇する。こ

で約６０℃程度になっている。堆肥発酵槽に投入されて

のとき低温からの立ち上がりには、撹拌時に隣り合う

から搬出される間に６０℃以上の高温となる日を数日間

やや温まった原料と混合されることが有効に働いてい

経験しており、この結果から順調な堆肥発酵が行われ

ることが推察される。

たと判断できる。

以上のことより、平均−７℃程度の施設外の気温条
件で、低温の堆肥原料しか投入できない時期でも、本

５−４

寒冷期における通気による堆肥発酵促進効果

施設内では、撹拌だけの運転で堆肥発酵は進み、６０℃
の堆肥発酵温度を確保できることが確認された。

この調査では、通気温度は通気量や外気温の影響を
受けており、各区間の通気量及びブロアー下流側の通
気温度は表−４に示すとおりであった。ただし、通気
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量は堆肥の単位体積に対する１分間あたりの量で示し

度 分 布 を 整 理 し た。図−１２は、測 点１０．
８、２
７．
８m で

た。

の温度分布を示したものである。左側が測点１
０．
８m、

図−１
１は、この調査期間に搬入された堆肥原料の含

右側が測点２７．
８m の温度分布図である。上段から通

水率と各測点に堆積されている堆肥の含水率と容積重

気開始時、バルブ全開で通気後、バルブ半開で通気後、

を示すものである。搬入された堆肥原料の C/N 比は

バルブ閉塞後の状態を示している（図−２参照）。図

２
９〜３
６であった。寒冷初期、寒冷期に搬入された堆肥

（a）、（e）は、無通気で撹拌のみで運転管理されて

と比べ大きな差異は認められない。

いた堆肥に通気した直後の温度分布である。その２１時

通気した場合、無通気に比べて温度上昇がどのよう

間後が図（b）
、（f）である。その後、２回撹拌し、バ

に変わるのかを比較検討するため、堆肥発酵槽内の温

ルブを半開に調整し、通気量を当初の半分の量にし２１

図−５

図−６

３
６

ロータリー式撹拌方式による堆肥発酵温度状況（寒冷初期：平成１３年１２月４〜７日）

堆肥原料投入後の経過時間と発酵温度の関係
（寒冷初期：平成１
３年１
２月４〜７日）

図−７

堆肥発酵槽内の各位置における堆肥温度
（寒冷初期：平成１３年１２月４〜７日）
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時間経過した状態が図（c）、
（g）であり、さらにそ

した場合、堆肥発酵槽の出口方向に向かって左側の堆

の後通気量を０にして２
１時間後の状態が図（d）、（h）

肥温度（以後、左側堆肥温度と呼ぶ）は７０℃以上に上

である。

昇しており、堆肥発酵が促進されたと推察される。し
かしながら、堆肥発酵槽の進路方向に向かって右側の

測点１
０．
８m では、通気を開始した直後は、左側コ

堆肥温度は側壁に近くなるほど低下しており、左側堆

ンクリート側壁及び堆肥発酵槽の底面に近い堆肥温度

肥温度とは全く異なる状態になった。この理由とし

が高く、表層に向かって徐々に温度低下する分布をし

て、堆肥の堆積状態が断面内で均一になっておらず、

た。内部温度は５
０℃よりやや高く、表面では４
０℃より

右側堆肥内は空気が通りやすかったことが考えられ

やや低かった（図（a））
。約１
０
０l・min−１・m−３を通気

る。すなわち、底面から送り込まれる空気により堆肥

堆肥温度（℃）

この温度分布からは次のようなことが確認された。

図−８

図−９

ロータリー式撹拌方式による堆肥発酵温度状況（寒冷初期：平成１４年２月１２〜１
５日）

堆肥原料投入後の経過時間と発酵温度の関係
（寒冷期・無通気：平成１
４年２月１
２〜１
５日）
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図−１０ 堆肥発酵槽内の各位置における堆肥温度
（寒冷期・無通気：平成１４年２月１２〜１
５日）
３
７

表−４

通気量と通気温度

内の暖かい空気が堆肥表面へ放出され、発熱量より放
熱量の方が大きくなり、その結果、温度上昇せず帯状
の低温部が生じたと考えられる。これに対し、７
０℃以
上となった部分は、相対的に空気が通過しにくいもの
の、ここでの実際の通気量は温度上昇を促進する量
だったと思われる（図（b））。通気量を約５
０l・min−１・
、左側堆肥では
m−３にし、２回撹拌すると（図（c））
表面からの温度低下が進み、右側では温度上昇が認め
られる。この理由として、このとき、堆肥の堆積状態
によって左側堆肥に対しては表面からの放熱を促す通
気量になり、右側堆肥に対しては、温度上昇させる量
になったためと推察される。通気量を０にした後は、
右側上部や左側底面より温度低下し、徐々に通気開始
前に似た左右の不均等の小さい状態になっているよう

図−１１ 堆肥発酵槽各位置の堆肥含水率・容積重
（寒冷期・通気あり：平成１４年２月２
６〜２
８日）

である（図（d）
）
。
測点２
７．
８m の通気開始直後は、ほぼ中央部が４０℃

６．まとめ

で周囲より温かくなっており、全体的には３
０〜４
０℃の
温度分布である（図（e））
。図（f）では、通気開始前

湧別町における寒冷期のロータリー式撹拌方式によ

より全体的に温度が低下しており、通気による冷却が

る堆肥発酵の特徴について堆肥温度から検討した。そ

生じている。底面では２
０℃以下になっており、送風さ

の結果、次のことが明らかになった。

れた空気の温度の影響を直接受けている。通気量を約

①外気温が多少下がりはじめる寒冷初期、年間を通

１
００l・min−１・m−３にした場合、内部で堆肥温度が上

して最も寒くなる寒冷期でも、撹拌だけの運転で堆肥

昇し、通気を開始した状態より高温になっている（図

温度は耐熱性が低い大腸菌類の殺菌等に必要な６０℃ま

（g））。通気を０にした後も、内部では温度が上昇を

で上昇する。

している（図（h）
）。

②通気することで堆肥温度は無通気条件より高温に

この温度分布から、堆肥の投入後、撹拌移動ととも

なるが、堆肥温度より低い暖気を通風した場合、堆肥

に通気を行うことにより、無通気より堆肥温度を上昇

発酵槽内で温度差が生じ、逆に温度低下させることが

させる可能性があることがわかった。ただし、不均一

ある。

な温度分布が生じたり、堆肥を冷却することがあるこ

通気により堆肥発酵温度の上昇をどの程度早められ

ともわかった。このような結果のため、当初目的とし

るか、あるいは通気量はどの程度で十分なのかといっ

た通気による堆肥温度上昇効果や低温状態からの温度

たことは、今後の検討課題である。

上昇速度の早期化効果について明確にすることはでき
なかった。今後、温度分布が断面左右で均等となるよ
うな対策を講じて、改めて検討したい。
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図−１
２ 測点１０．
８，
２７．
８m における通気に伴い変化する堆肥温度分布状況
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