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令和２年度畜産環境シンポジウム質疑応答概要 

（平成２年９月２８日） 

 

 

１．「家畜ふん堆肥流通促進を目指した肥料化の試みと新規機能開発」の講演内容への質

問と講師からの回答 

Ｑ１ 強制通気可能な堆肥舎の容量はどのくらいか。 

Ａ１ 間口４ｍ、奥行６ｍ、高さ 1.3ｍで、容積は約 30ｍ３であり、約２ｍは堆積でき

る計算で整備した。 

 参考：農林水産省ＨＰの掲載資料には、平面図が追加されている。 

 

Ｑ２ 強制通気孔が目詰まりすることはないか。 

Ａ２ ショベルローダーで堆肥を掻き出したあとに、通気孔を掃除するのが良い方法で

ある。 

 通気孔は上向きにあけているが、ブロアで通気（60Hz 運転）しながら堆積する

ため、目詰まりはほとんどしない。詰まっている場合は、５寸釘で詰まりを取る程

度でよい。（資料５ページ参照） 

 ただし、切り返し時等に通気孔の上をショベルローダーが踏んでしまうと、目詰

まりするため５寸釘で詰まりを取る必要がある。 

 下向きに孔をあけると詰まっているか目視することができないため、当県では上

向きに孔をあけるよう紹介している。 

 

Ｑ３ 堆肥と窒素資材の混合方法はどのようにするのか。 

Ａ３ 特別な方法はやっていない。半円筒の撹拌機（内容積 0.3ｍ３）を導入し、混合

作業を行った。上からタイヤショベルで原料を入れ、順転と反転を繰り返した。10

分程度で均一になる。 

 

Ｑ４ 堆肥の窒素無機化率が低いのは、牛ふんだけか。他の畜種はどうか。 

Ａ４ 牛ふんが低く、他の畜種は牛ふんほど数値は低くない。 

 腐熟が十分に進んだもの、C/N 比が高いものは窒素が無機化しない。牛ふん堆肥

は C/N 比が高いため、必然的に無機化率が低くなる。無機化率が低いということは

窒素の肥効が低いということである。 

 

Ｑ５ 堆肥のペレット化によって、どのくらいのコスト増があるのか。 

Ａ５ １kg あたり、10 円程度価格が上昇する。装置が高額であり、製造量によって変

わるが、およそ 10 円程度とみている。 

参考：出力 22kW のエクストルーダで、年 250t ペレット化した場合 12 円/kg、 

500t ペレット化した場合８円/kg 

 

Ｑ６ 堆肥化でどのような微生物が働いているのかは重要だと思うが､今後の研究の展
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望は。 

Ａ６ PCR・電気泳動法など、微生物の新しい解析方法が開発されたため、今まで分か

らなかったことが解明されてくると思う。 

 堆肥化でどのような微生物が働いているのか簡単につかめるようになったので、

微生物の動きを見ながら堆肥化法の改善技術の開発も可能になると考えられる。な

お、解析費用は、１検体あたり３～５万円。 

 

２．「家畜排せつ物のメタン発酵によるバイオガスエネルギー利用」の講演内容への質問

と講師からの回答 

Ｑ１ 消化液の散布はスラリーインジェクターで行うのか。また、臭いや安全性はど

うか。 

Ａ１ 北海道ではスプラッシュプレートやバンドスプレッダを用いた散布が主流。た

だし、大型重機なので、踏圧で畑の土が固まってしまうという懸念や、本州以南の

農地・農道では通れない等の問題がある。スプラッシュプレートは空中散布するの

でアンモニアが揮散してしまい、温室効果ガス排出削減の観点から欧州ではその使

用が禁止され、インジェクターが使われている。 

 臭いは発酵具合によっても異なり、自分が北海道で嗅いだものは気にならない程

度だったが、ヒアリングした耕種農家の中には臭いが気になるとの意見もあった。

安全性の向上のために殺菌槽を設置し、加熱処理している例もある。 

 

Ｑ２ メタン発酵残渣を用いた再生敷料の取組について教えてほしい。 

Ａ２ 北海道の酪農で進んでいる。消化液を固液分離し、固体分をバイオガス発電の

排熱で好気発酵させる。 

 再生敷料は発酵による 60 度以上の熱で 30 分以上加温されている上、膨軟性や

吸水性が高い。再生敷料の利用は敷料購入費の削減のみならず、牛体が清潔に保持

され乳房炎の発生が抑えられる等の効果が報告されている。 

 

Ｑ３ 濃縮バイオ液肥（Bio-CLF）のコストはどれくらいか。 

Ａ３ 生産費は消化液の浄化処理費用（平均 5,000 円/t）よりも安価になると開発者

から聞いている。ただし、原料の種類や用途に応じて生産費は異なる。研究開発の

終段階まで来ており、今年度中に実証事業が始まると聞いている。 

 

Ｑ４ 豚でのバイオガス発電の事例はあるか。 

Ａ４ 中部地方で小型のプラントで事例がある。九州では福岡県糸島市で計画がある

と聞いている。 

 養豚農家はもともと浄化処理施設を保有していることが多く、そのため浄化処理

のノウハウをすでに有しているため、取組が導入しやすい面もある。 

 

Ｑ５ バイオガスプラントには汚水浄化槽が必要か。 

Ａ５ 浄化処理できれば、飼養頭数が増加して消化液が増えた場合や散布先の農地が
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確保できなかった場合などのリスク管理にはなる。 

 ただし、設備の導入費用やランニングコスト（電気代）は高い。液肥利用するの

が一番低コストだが、散布先の確保が課題。 

 

Ｑ６ メタンガスを電気ではなくガスとして直接利用する取組はどうか。 

Ａ６ ガスの品質と運搬費用に課題がある。検討したが断念したところもあると聞い

ているが、非常時の利用等を含め今後の可能性がある取組だと思う。 

 

Ｑ７ 日本では大規模な集中型プラントの多くが自治体主導によるものだが、一般企

業が参入することで収益性が向上する可能性はあるか。 

Ａ７ 自治体主導の場合は、廃棄物処理という公共的機能に主眼が置かれるため、収

益性はフォーカスされにくい。 

 デンマークでは糞尿を搬入する畜産農家が投資という形でも参加しているため、

エネルギー生産の向上（つまり収益の向上）に熱心であり、原料の質を向上しよう

とする自助努力が見られる。畜産系バイオマスに限った事業の場合、一般企業の参

加と農家の努力のつながりは考えにくいのではないか。 

 

Ｑ８ デンマークの事例から、日本が学べることはなにか。 

Ａ８ デンマークでは、バイオガスプラントの建設・運営に農家が組合を作って積極

的に参加する等、関与度が高い。この背景には、糞尿処理の軽減に加えて、売電収

入への期待があるからである。日本の集中型では自治体任せになっている印象があ

り、より持続可能な取り組みを目指す上では、日本でも農家の主体的な参加が必

要。ただし、このためには売電収入のようなインセンティブは必要。 

 

３．「安心できる養豚汚水対策を考える」の講演内容への質問と講師からの回答 

Ｑ１ 活性汚泥の SVI（汚泥容量指標）が高くなり、沈降しにくくなって処理水質が悪

化することがあり困っている。なぜそのようなことが起こるのか、また対応策はな

いか。 

Ａ１ この現象はバルキングといって、糸状の細菌が異常増殖することで活性汚泥フ

ロックが膨化し沈降性が悪化し、沈殿槽から流出して水質に悪影響を及ぼすもので

ある。 

 即効性のある対策はないが、余剰汚泥の引抜き量を通常より多めにして活性汚泥

の入れ替わりを早めるようにするのが一つの対策になる。 

 

Ｑ２ 紙脱窒で分解しない成分が蓄積することはないのか。 

Ａ２ 紙は分解が進み消失するので、残渣が蓄積することはない。ただし、異物とし

てプラスチック等が混入するとそのまま槽内に残ってしまう。 

 

Ｑ３ 紙脱窒ではどのようなメンテナンスが必要になるのか。 

Ａ３ 紙の補充が一番基本的なメンテナンスである。それ以外には、紙の流出を防ぐ
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ステンレスパンチングメタルのかごを高圧洗浄機で時々洗浄する必要がある。 

 

Ｑ４ セルロース分解細菌の菌相を解析していないか。 

Ａ４ 行っていない。実用化にはそこまでの解析は不要と思われる。 

 

Ｑ５ Ｔ農場で 22.5℃以下の低水温期にはどのような対応をすれば良いと考えている

のか？ 

Ａ５  硝酸性窒素等の暫定排水基準値の 500mg/L を目標とする場合には曝気槽 pH を

5.0～8.6、かつ MLSS を 4,955～8,257 mg/L に維持すれば良いので対応は比較的容

易だが、一般排水基準値の 100mg/L を目標とする場合、現状では困難なので何らか

の施設見直しが必要になる。管理水の使用量を増やす、メタノール脱窒を導入する

などが選択肢になる。 

 

４．「日本型悪臭防止最適管理手法（BMP）を用いた最新の畜産悪臭苦情対策」の講演内容

への質問と講師からの回答 

Ｑ１ 遮へい壁は堆肥舎でも対応可能か（高さ５ｍ×距離 100ｍ）。 

Ａ１ 実際の堆肥舎の写真および設計図等があるといいが、本試験の結果では、開放

豚舎を想定し、棟（むね）の高さ分離れた位置（約５ｍ）に軒（のき）高さ（約

3.3ｍ）の遮へい壁を設置すれば、臭気およびダストの拡散を抑制できると考えて

いる。 

 

Ｑ２ 遮へい壁の材質は簡易なもので、ブルーシートでも対応可能か。 

Ａ２ 農家さん自身で単管パイプやブルーシートで組み立てても問題は無いが、台風

などの強風時には倒伏するなど危険と考える。 

 研究所では、建設現場などで用いられる足場業者（ピケ足場）に組み立てを依頼

した。足場業者は、倒伏しないように補強を入れるなど強風対策がしっかりしてい

る。 

 また、ブルーシートなどで完全に空気の流れを遮断してしまうと、豚舎周辺の気

温が上昇するなどのデメリットも生じるため、２mm もしくは４mm 目合いの防風ネ

ットを用いることを推奨する。 

 

Ｑ３ 遮へい壁の価格・コストについて 

Ａ３ 遮へい壁の面積を 3.3ｍ×45ｍと 3.3ｍ×65ｍで合計 368ｍ２とした場合、部材費

（足場＋防風ネット＋散水ノズル＋ポンプ等）として約 200 万円（組立の人件費は

含まず）と見積もっている。 

 

Ｑ４ 臭気と揮発性脂肪酸（VFA）の関係について 

Ａ４ 悪臭防止法（昭和 47 年施行）では、22 物質が規制対象になっているが、そのう

ち、畜産に関連する臭気物質は、アンモニア、イオウ化合物４物質、低級脂肪酸

（揮発性脂肪酸（VFA））４物質、トリメチルアミンの 10 物質がある。 
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 VFA は、空気より重く、また、拡散しにくく、空気中にわずかに含まれていて

も、私たちの嗅覚では不快臭と感じる。VFA は、ふん尿を嫌気状態にしておくと発

生するので、嫌気状態にならないよう管理することが重要である。 

 

Ｑ５ バイオフィルターの材質の違い（おがくずとヤシガラハスク）について。 

Ａ５ ヤシガラハスクはおがくずと比較すると強固な植物繊維質でできており、脱臭

に寄与する微生物が付着しやすく、通気性、保水性に優れた材料であり、バイオフ

ィルターとして利用することが可能。 

 おがくずは、臭気物質をある程度吸着するが、バイオフィルターとしての機能は

低く、また、長期間使用すると分解して目詰まりを起こしバイオフィルターとして

の機能も低下するため、日頃の管理が重要。 

 

Ｑ６ 遮へい壁で敷地境界の臭気指数は落とせるのか。 

Ａ６ 本試験では、遮へい壁外と敷地境界の臭気指数を測定したが、試験現場は、対

象とした肥育豚舎以外にも、同敷地内に他の豚舎が存在するなどの影響が大きく、

敷地境界までの臭気を低減しているのかはっきりとは分からなかった。 

 そこで、宇都宮大学農学部池口教授によるシミュレーションで単一の豚舎から発

生する臭気を調べたところ、遮へい壁＋散水システムにより敷地境界の臭気を低減

できることが示された。 

 

Ｑ７ 芳香消臭剤の効果的な散布方法（濃度、散布量、散布間隔など）について 

Ａ７ 試験研究では、芳香消臭剤を 300 倍希釈して、５分間散布、10 分間強制停止を

繰り返した（夜間 21 時～翌朝５時は停止）。 

 また、コスト面では、今回使用の散布器を雨量計と連動させて、雨天時も強制停

止するシステムで実施したところ、薬剤費として月平均 20 万円（母豚 220 頭一貫

経営規模）かかった。このため、現在コスト削減に向けた散布方法を研究している

ところである。 

 

Ｑ８ 芳香消臭剤散布によるアレルギー等の発生について 

Ａ８ 研究所では分からないが、各メーカーは散布資材の人体への安全の担保は取っ

ていると思われる（少なくとも、研究所で使用した芳香消臭剤の一つは、SDS（製

品安全データシート）を公開している）。 

 

Ｑ９ 芳香消臭剤散布による、臭気強度と快不快の結果が矛盾していないか。 

Ａ９ 人の嗅覚は、一定の濃度以下では臭いを感知しない（臭気強度０）、臭いを知覚

する（臭気強度１）、何の臭いかがわかる（臭気強度２）、容易に感ずる（臭気強度

３）、強く感じる（臭気強度４）、非常に強く感じる（臭気強度６）という６段階に

嗅ぎ分けることができるとされて、これを「６段階臭気強度表示法」としている。 

 今回の試験で 120ｍまでの距離では、豚舎からの臭いよりも、芳香消臭剤の臭い

の方が強く検出されるため、臭気強度の結果は、芳香消臭剤を散布した方が臭気強
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度が強く算出された。 

 一方、快不快度の結果は、芳香消臭剤を散布した方が、消臭剤を散布しなかった

場合に比べて、快適だった。これらより、芳香消臭剤を散布すると（少なくとも

120m 風下地域までは）、空間中に漂う豚舎臭よりも芳香臭の方が勝り、豚舎臭の不

快度が緩和すると考えている。 

 

Ｑ10 遮へい壁＋水散布で、ダストが低減しなかったのはなぜか。 

Ａ10 試験のすべてにおいてダストが低減しなかったわけではない。 

 これは使用した測定機器の測定高さによる影響も考えられるが、散水ノズルを

3.3ｍの高さから噴霧しているので、上空 3.3ｍ辺りに浮遊しているダストが地上

付近に落下してきて、結果として地上付近に設置した測定器が落下してきたダスト

を測定してしまった可能性がある。このことから、測定高さをいくつか設定して試

験を実施すればよかったが、今回はそこまでに至っていない。ただし、目的である

臭気は十分に低減しているので問題はないと考える。 

 

Ｑ11 飼料添加による臭気低減について、下痢と臭気の関係を教えて欲しい。 

Ａ11 １区あたり 32 頭の豚を飼養したが、厳密には何頭が下痢を示したかについては

データを取っていない。しかしながら、無添加区にくらべて飼料添加区の多くは明

らかに下痢症状を示す豚が少なかった（試験地農場長談）。 

 一方、臭気のデータは、飼料添加をしても糞自体の臭気はそれほど低下しなかっ

たことを示している。よって、飼料添加剤の利用に関しては、糞臭を大きく低下さ

せないが、下痢症状が減ったということから、糞の水分含量の低下によるハンドリ

ングのしやすさ、汚物感の減少、堆肥化の副資材の使用量減少などのメリットもあ

ると考えている。 


