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はじめに

北海道の畜産業の産出額は、7,279億円（平成29年）
で、全国の約2割に当たります（図－1）。酪農は、そ
の内の2/3を占めており、乳業等の関連産業とともに、
地域の雇用や経済を支える基幹産業として位置付けら
れています。北海道内の乳用牛の飼養頭数は長期的に
は僅かに減少しながら推移していますが、農家戸数も
減少しているため、1戸当たりの飼養頭数は増加して
います（図－2）。
全国の畜産業でも1戸当たりの飼養頭数の増加は進
んでおり、地域の混住化や国民の環境への関心の高ま
り等から、家畜排せつ物による悪臭・水質汚濁への対
策が課題となっています。
このような課題を受けて、平成11年には「家畜排せ
つ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」及
び「同法律施行規則」（平成11年法律第112号。平成11
年農林水産省令第74号。以下、「家畜排せつ物法等」）

が制定され、家畜排せつ物を管理する施設の構造や方
法についての基準が定められました。ここでの管理と
は「保管」と、後述する「処理」（堆肥化・液肥化に
向けた処理、固液分離、水分調整等）を指します。ま
た、家畜排せつ物の利用の促進についても、計画的に
進めることが示されました。
その後の取り組みにより、法律の制定以前に大きな
問題となっていた、野積み・素掘りによる管理につい
てはほぼ解消されていますが、今後も水質汚濁や悪臭
の抑制と家畜排せつ物の資源としての利用を一層進め
ていく必要があります。
本稿では、北海道酪農におけるふん尿処理・利用に
ついてＱ＆Ａ形式で紹介します。

Ｑ１：家畜排せつ物はどのくらい発生していますか？

Ａ１：家畜排せつ物（牛・豚・鶏のふん尿）は、平成
30年データからの推計では全国で年間約79,000千ｔ発
生しています（表－1）。畜種別では乳用牛・肉用牛・
豚がそれぞれ約3割を占めており、更に乳用牛分の内、
約6割を北海道が占めています。

※農林水産省「畜産統計」から推計
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表－1　畜種別の家畜排せつ物発生量

Ｑ２：なぜ、家畜排せつ物を管理・利用しなければな

らないのですか？

Ａ２：不適切な管理により、家畜排せつ物が河川等に
流出した場合、それに含まれる有機物・窒素・リン等
が河川等の富栄養化の原因になります。このため、家
畜排せつ物法等では、家畜排せつ物の管理はコンクリ

Ｑ＆Ａ

北海道酪農における乳牛ふん尿の処理及び利用技術
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図－1　全国、北海道の畜産の産出額の内訳(平成29年)

図－2　北海道の乳用牛飼養頭数と１戸当たりの頭数
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ート等の不透水性材料を用いた構造物で行うことを義
務付けています。
一方で、家畜排せつ物に含まれる、窒素・リン酸・
カリ等は作物の生育に欠かせない成分であり、これま
でも堆肥・液肥として農地に還元され、農作物や飼料
作物の生産に有効に利用されてきました。
家畜排せつ物法等に基づき策定された「北海道家畜
排せつ物利用促進計画」（平成28年3月）では、家畜排
せつ物は「土づくり、草づくり」に必要な有機質資源
であり、資源の循環や環境保全の観点からも、堆肥・
液肥として農地に還元することが基本であると位置付
けています。このために必要な、良質な堆肥・液肥の
生産に向けた「処理」に取り組むことや処理技術の開
発・普及を進めることも計画に位置付けられていま
す。

Ｑ３：堆肥化・液肥化に向けた処理はなぜ行われるの

ですか？

Ａ３：生のふん尿は、分解されやすい有機物を多く含
んでいるため、そのまま農地に散布すると急激な分解
が進み、土壌の酸素欠乏等が生じて、植物に悪影響を
与える恐れがあります。このため、過剰な有機物を散
布前に分解し、肥料成分を適度に含む有機質肥料にし
ておくことが必要です。また、臭気物質が分解される
ことで、悪臭が抑制される効果もあります。

Ｑ４：北海道の酪農業で発生する乳用牛のふん尿はど

のように処理・利用されますか？

Ａ４：発生する家畜排せつ物の状態は、畜種や畜舎の
形式、敷料（畜舎内に敷く麦わらやオガクズ等）の使
用量等によって異なり、その性状と利用方法に応じた
処理が必要になります。
北海道の酪農業で発生するふん尿の状態・処理・利
用の概要を図－3に示します。乳牛の牛舎から発生す
るふん尿はその状態から固形（水分84%未満）、半固
形（水分84～87%）、スラリー（水分87%以上）の3通
りに分類され、それぞれの状態に応じた処理を行いま
す。北海道では広大な農地に恵まれ、ふん尿を還元す
る農地面積を確保できることから、ほぼ全量を堆肥・
液肥として農地に還元しています。都府県では、地域
によって農地の確保が難しいため、浄化して河川等へ
の放流や公共下水道の利用、焼却施設等での処分が行
われる場合もあります。
酪農業では、牛を1頭1頭繋いで飼育する繋ぎ飼い牛
舎が主流で、この形式は個々の牛に目が行き届き、個
別に管理しやすいメリットがあります。繋がれた牛は
尻側に設置されたふん尿溝に排せつを行います。ふん
尿溝内に落下したふん尿は、汚れた敷料と一緒に牛舎
外に搬出されます。この際、ふん尿溝内のスリット等
の構造により尿の一部を分離することが可能で、尿分
はスラリーとして、ふんと敷料及び一部の尿は固形ま
たは半固形の状態で搬出されます。
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図－3　北海道酪農におけるふん尿処理・利用の流れ
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近年の1戸当たり飼養頭数の増加により、牛舎の改
築・増築にあたって、フリーストール牛舎の導入が増
えています。この形式は、牛が自由に歩き回れるスペ
ースがあり、牛を群れで管理することで飼養に関わる
各種作業を軽減することができます。フリーストール
牛舎では主に通路部分で排泄される場合が多く、ふん
と尿の混合物はホイールローダー等により汚れた敷料
と一緒に搬出されます。この場合、敷料の混合量によ
り半固形またはスラリーの状態になります。
以下に、具体的な処理・利用方法を説明します。

堆肥化処理

固形のふん尿は、堆肥舎等の堆肥化施設に堆積され
ます。堆肥化を順調に進めるためには、堆積初期に水
分率を70%以下とすることが望ましいとされており2)、
必要に応じて、固液分離機による水分の除去や敷料の
使用量の増等により水分調整を行います。堆積された
固形のふん尿は、定期的に切り返しや内部への通気を
行うことで、好気性発酵が促されます。

曝気処理

スラリー状のふん尿に空気を送り込んで発酵させる
方法を曝気処理といいます。ふん尿をスラリー状のま
ま扱うことにより、ポンプによる移送が可能になりま
す。加水や曝気により粘性を下げておく必要があり、
当チームで研究対象としている肥培灌漑施設（Ｑ５、
Ａ５参照）では、灌漑用水を用いてスラリー状のふん
尿を3倍に希釈する仕組みになっています。

嫌気性発酵処理

スラリー状のふん尿を加温して空気を遮断した発酵
槽内で発酵させる方法を嫌気性発酵処理といいます。
発酵後の液は消化液といいます。発酵時には、メタン
が含まれるバイオガスが発生します。このガスを燃焼
して電気や熱に変換することでエネルギーとして利用
できます。

堆肥・液肥の利用方法

堆肥・液肥（曝気処理後のふん尿と嫌気発酵で得ら
れた消化液）は、圃場に散布して、肥料として利用し
ます。散布する量は、それぞれに含まれる肥料成分含
有量を測定した後、地域や作物毎に定められた施肥量
に応じて決定します。
圃場への散布方法は、堆肥ではマニュアスプレッダ
ー（写真－1）を用います。液肥は一般的にはスラリ

写真－1　マニュアスプレッダー

写真－2　スラリースプレッダー

写真－3　バンドスプレッダー

写真－4　浅埋インジェクター
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ースプレッダー（写真－2）を用いて地表に散布しま
す。また、バンドスプレッダー（写真－3）からホー
スで地表面に流す方法や、浅埋インジェクター（写真

－4）で地表面に切り込みを設けて流し込む方法もあ
ります。

Ｑ５：資源保全チームではふん尿の処理・利用につい

てどのような研究を行っているのですか？

Ａ５：当チームで研究対象としているのは、「国営環
境保全型かんがい排水事業」で整備の進められている
「肥培灌漑施設」です（図－4）。
この施設では、牛舎で発生したスラリー状のふん尿
を流入口に搬出し、灌漑用水により3倍に希釈（水：
ふん尿＝2：1）します。その後、調整槽で曝気・撹拌
を行い、発酵を促進させます。
曝気処理されたスラリー状のふん尿は配水調整槽に
貯留され、春の雪解け後や、牧草の刈り取り後に液肥
として農地に散布されます。
肥培灌漑施設における曝気時間や発酵の目安等の運
転管理方法は、過去の実験成果に基づき示されていま
すが、実際の運転管理状況、特に曝気時間については
農家により設定が大きく異なります。調整槽での曝気
に用いる曝気ポンプと撹拌装置の運転に要する電力量
が大きいため、農家によっては、曝気時間を短く設定
している場合があると考えられます。
また、スラリー状のふん尿の発酵が進行する際には
大量の泡が発生し、施設の開口部から地上へ泡が流出

してしまう場合があります。調整槽には消泡機が設置
されていますが、曝気時間や消泡機の稼働時間と泡の
流出との関係は明らかではなく、泡流出への対応とし
て個々の農家の判断により曝気時間を短くしている場
合があります。
もし曝気が不足するならば、発酵が進まないため、
臭気や粘性が低下せず、悪臭の発生や、作物への付着
等による作物生育への悪影響が懸念されます。このた
め、当チームでは良好な発酵を維持しながら、効率的
かつ経済的にふん尿を処理する運転方法について検討
を進めています。

図－4　肥培灌漑施設の概要
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