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1. 事業の背景と目的 

 

1.1  背景  

ベトナムでは 2000 年以降経済成長の続く中で畜産物の需要が急速に高まってきたことを

受けて、政府は 2008年に「畜産開発戦略 2020年」を定めて畜産振興の強化を図ることとし、

農家の規模の拡大と生産性向上に力を入れてきた。 

 その結果、農業の他の分野の生産額の伸びがこの数年低下する中でも畜産は順調な発展

を続け、農業の総生産高に占める割合も 2000年の 16.9%から 2012年には 22.4%まで向上し

た。 

 しかし、あまりに急速に飼養頭数の拡大が進んだ結果、中小規模農家では、家畜から排

泄された糞尿が適切に処理できない事例が多数発生し、畜産農家による環境汚染が各地で

重大な問題となっている。畜産局の資料によれば、ベトナムでは、年間 7500～8500万トン

の畜産廃棄物が発生しているが、そのうち環境対策を完全に実施され処理されているのは

わずか 0.6％であり、23％は全く処理対策がなされず廃棄されているという。 

 このような畜産環境問題は、今後の経営規模の拡大や新規参入の妨げになるばかりでな

く、既存の畜産農家にとってもその地域で排斥運動が起きるなど、存続そのものにも影響

しており、今後、ベトナムにおいて健全な畜産振興を図る上で克服しなくてはならない最

重要課題となっている。 

 一方、ベトナム政府は、2000 年代後半から中小規模の畜産農家の畜産環境対策として、

バイオガス発酵槽による処理を推奨し、その普及に努めてきたが、この処理方法では飼養

頭数の急速な規模の拡大に対応できず、発酵槽からあふれた汚水による環境汚染や、農家

で炊事等に使うことを前提としていたメタンガスの余剰発生分が大気中に大量に放出され

るなど、このまま放置すれば地球温暖化対策上も問題となると指摘されるに至っている。 

 近年の化学肥料価格は高騰し、耕種農業における生産性向上や低コスト化を進めるため

にも、畜産排泄物を堆肥化し、耕種農家で有機肥料として活用することが期待される。し

かしながら、ベトナムでは、これまで政府がバイオガスを中心とした畜産環境対策を進め

てきたことから、畜産農家は堆肥づくりに関する経験は乏しく、耕種農家との連携は極め

て弱い。また、バイオガス処理をしていない畜産農家では生糞を耕種農家は提供する例が

多いが、このような施肥の方法では、作物の発育障害が起きることも懸念されている。 

 こうした現状をふまえ、ベトナムの中小規模の畜産農家における環境対策技術について、

その地域や飼養規模に合った堆肥化処理方法を早急に確立するとともに、生産された堆肥

を耕種農家で有効利用できる耕畜連携の仕組みづくりとその普及が緊急の課題となってい

る。 

 

2.2  目的 

 ベトナムの中小規模畜産農家が取り組んでいる畜産環境対策技術について、現在の農家
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環境と規模でも取り組める低コストで環境にやさしい糞尿処理技術を実演するとともに、

そこで生産された堆肥については、日本で取り組まれているように1、堆肥利用を通して畜

産農家と耕種農家が連携できる仕組みを構築するために必要な情報を提供する。 

 上記の目的を達成するために、農林水産省の委託を受けて、アイ・シー・ネット株式会社

と富士平工業株式会社は以下の活動を行った。 

 

 

2. 活動の概要 

 

2.1 調査担当分野と専門家の構成 

 

担当分野 氏名 所属 

総括・養豚 小山敦史 アイ・シー・ネット株式会社 

酪農 下平乙夫 アイ・シー・ネット株式会社 

農民組織 崎長雄高 アイ・シー・ネット株式会社 

土壌・堆肥分析 古屋明子 富士平工業株式会社 

土壌・堆肥分析 後藤太星 富士平工業株式会社 

 

2.2 日程 

活動は第 1次派遣では現地調査、第 2次派遣では技術指導（実演）を行った。スケジュー

ルは別添資料 1、2の通り。 

 

2.3 主要面談者 

付属資料 3のとおり 

 

2.4  主な活動 

2.4.1 派遣ベトナムの畜産環境対策の現状と問題点の把握（現地調査） 

ベトナムにおける中小規模の養豚、酪農経営の実態を把握するために、調査員２名をベ

トナム北部（ハノイ近郊）に派遣し、農業農村開発省の協力を得て、典型的な中小規模の

養豚、酪農経営農家の実態調査を行い、その地域の代表的な事例おける糞尿処理（堆肥、

液肥生産、バイオガス）の現状と生産された堆肥の土壌還元の実態を把握した。 

                         
1注）日本の畜産環境対策は、2004 年 11 月に罰則規定もある「畜産環境法」が施行されたことを受けて、
大規模農家のみならず、中小規模農家も畜産排泄物の適正な処理に取り組んだ。その結果、特に堆肥処理
技術については、独自の技術や機器の開発が進むとともに、耕種農家との連携の仕組みが整備された。こ
れらの経験や技術の蓄積は、今後、日本と同じような環境問題の克服が不可欠になっている発展途上国に
とっては有益な情報として活用できると期待される。 
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 上記の実態調査結果をふまえて、調査した農家の中から技術指導の主な対象となる代表

的な養豚農家と酪農経営をそれぞれ 2カ所ずつ選定した。 

 

2.4.2ベトナムにおける小規模農家向け畜産環境対策の改善策の実演（技術指導） 

2.4.1 で把握された代表的な事例おける問題点を解決するための対策として、堆肥処理技

術の原理と簡易な処理技術を実演するとともに、日本で開発された以下の土壌、堆肥分析

機器を用いて、その技術の有用性を実演した。 

 

資機材 

（取扱企業） 

性能・機能 使用方法 

堆肥品質評価機器 

Dr.Compo 

富士平工業（株） 

・15分程度の処理で堆肥の腐熟度を

簡易に判定する機器 

 

・堆肥抽出物を試薬により凝集・

沈殿させ、上澄みを３段階で比色

判定する（未熟・中熟・完熟） 

堆おんくん 

富士平工業（株） 

・堆肥の製造時における中心部の温

度変化を計測する 

・センサーを堆肥中に差し、温度

を計測する 

たねピタ 

富士平工業（株） 

 

・発芽試験の播種作業の迅速化を目

的とし、植物に無害なドット上の粘

着剤が、あらかじめ 50 粒分施され

ている 

・発芽試験用タネ５０個を正確な

位置に付着させ、簡易に発芽試験

が実施できる 

土壌養分検定機器 

Dr.Soil 

富士平工業（株） 

・土壌養分の抽出、濾過、発色に必

要な試薬・器具類をコンパクトにま

とめた機器 

・土壌からの抽出液を付属の試薬

で発色させ、養分欠乏・過剰を比

色判定する 

 

2.4.3ワークショップの開催 

2.4.2の技術指導の結果をふまえて、指導を行った農家と類似タイプの農家グループや中

央・地方の畜産関係の行政機関の関係者を集めたワークショップを開催し、事業の成果を

関係者が共有した。また、日本における畜産糞尿処理に関する規制や耕種農家との連携強

化に関する取り組みの実態を紹介するとともに、事業の成果を踏まえてベトナムの畜産環

境対策の改善について議論を行い、今後の対策のあり方を提示した。 

 

2.4.4 評価検討会の開催  

 指導事業の効率的な運営と成果の客観的な評価を目的に、我が国の畜産環境対策技術の

専門家や畜産分野の技術協力にも詳しい専門家を招へいして 2回の評価検討会を開催した。 

第 1回目は実態調査の終わった 9月下旬に開催し、現地調査の結果を報告する共に、具体

的な堆肥調整方法等技術指導の計画について提案し、助言を得て、最終計画を策定した。 

第 2回目は、現地における技術指導活動が終了した平成 27年 2月末に開催し、事業の成

果等について評価を受けるとともに、今後の海外協力に成果を生かすことができるかにつ

いても、助言や提言を得た。 
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3. 第 1次派遣（現地調査）の結果 

 

第 1次の現地活動は、9月 14 日から 20日まで行った。この間に畜産試験場（NIAS）及び

バビ酪農草地センター（NIASの傘下）の協力を得て、バビ郡及びハノイ近郊の中小規模の

酪農家及び養豚農家を視察し、各農家が実施する糞尿処理対策の現状を把握するとともに、

問題点を整理し、第 2次現地活動で行う技術指導の対象農家の選定を行った。 

 

3.1  調査結果と課題 

 

3.1.1養豚 

養豚１ 女性 

・母豚 2頭の繁殖肥育一貫経営で、肥育豚が常時 15頭前後いる。 

・完全配合飼料を給与。悪臭は少ない。飼料に微生物資材が含まれているためとみられる。 

・糞尿は固液分離することなく、水で洗い流す。1日 3回洗浄する。 

・糞尿を含んだ洗い水は 1m×1.5m程度（正確な深さは不明だが、1m以下とみられる）の貯

水槽にいったん入り、そのまま溢れて外に流れ出す。 

・飼養頭数が少ないため、大きな問題になっていないという。 

 

養豚２ 女性 

・母豚 4頭の繁殖肥育一貫経営で、肥育豚が常時 30頭前後いる。 

・完全配合飼料を給与。悪臭はほとんどない。飼料に微生物資材が含まれているためとみ

られる。 

・糞尿は固液分離することなく、水で洗い流すのみ。 

・洗い水はバイオガス装置に入る。バイオガス装置は、3 つの槽からなる。貯水槽から 18

立方メートルの発酵槽に入り、そこでメタン発酵した後に、溢れた水は溢水槽に入り、

さらに外に流れ出す。生成したメタンは調理用に使っている。バイオガス装置は 1000万

ドンかかった（約 5万円）。 

・外部に流出している排水はまだ黒いスラッジの色をしており、臭いもある。一定の栄養

成分が残っているとみられる。 

・家庭菜園に豚糞をこやしとして入れることがあるが、堆肥化はせず、そのまま生糞を置

くだけ。堆肥化については知らないとのことだった。 

 

養豚 3 男性 

・母豚 8頭の繁殖肥育一貫経営で、肥育豚が常時 50頭前後いる。 

・完全配合飼料を給与。悪臭はほとんどない。飼料に微生物資材が含まれているためとみ

られる。 
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養豚２：糞尿は固液分離することなく、一日 2回

水で豚房の床を洗い流し、バイオガス処理してい

る 

養豚２：一部の糞を生のまま、家庭菜園用の肥

料として利用しているが、発育を阻害している

様子。堆肥化については、全く知識がない様子 

養豚２：洗い流した糞尿を含む汚水がバイオガス

発酵槽から溢れ、道路の側溝に雨水と一緒に垂れ

流しているが、その一部は雨水溝から溢れ、臭い

も強い 

養豚３：肥育豚の糞尿は固形分離することなく洗い

流し、バイオガス処理している。貯留槽からの汚水

は溢れている。肉牛数頭を飼養しており、繁殖豚の

糞と併せて野積みし、回収業者が引き取り、一部は

自家用の肥料に利用しているが、内部は生に近い状

態 

・母豚の糞は集め、別に飼っている肉牛の糞とともに、野積みしている。雨よけはせず、

雨に流れれば流れるに任せている。特に使うこともなく、やがて消えていく。積み上げ

られた糞はほとんど生糞の状態だった。 

・肥育豚の糞尿は、固液分離することなく、水で洗い流す。 

・洗い水はバイオガス装置に入る。バイオガス装置は、3 つの槽からなる。貯水槽から 16
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立方メートルの発酵槽に入り、そこでメタン発酵した後に、溢れた水は溢水槽に入り、

さらに外に流れ出す。生成したメタンは調理用に使っている。 

・外部に流出している排水はまだ黒いスラッジの色をしており、一定の栄養成分が残って

いるとみられる。この排水はそのまま牧草畑に流れ込んでいるが、エレファントグラス

の緑色が濃く、窒素過多ではないかと思われた。 

 

養豚 4 男性 

・母豚 15頭の繁殖肥育一貫経営で、肥育豚が常時 100頭前後いる。去年、始めたばかり。

自分は工場で働いているため、ふだんは妻が 1人で管理作業をしている。 

・糞尿処理は、固液分離せず、水洗いするだけ。1日 2回流す。妻 1人しかおらず、労働力

が不足しているので、糞を集めることはしない。 

・洗い水はどこにも貯留することなく、そのまま隣接して流れる川に放流されている。 

・養豚を始めたばかりなので、糞尿処理は何もしていないが、バイオガス装置を入れても

いいと思っている。 

・1頭あたりの餌代が 240万ドン、繁殖費が 100万ドンかかったが、昨年は売上が 500万ド

ンだったため、160万ドンの粗利を得られたことになる。 

・豚以外に、コメ 3600平方メートルと果樹を 1000平方メートルやっている。 

 

養豚 5 男性（不在のため、その母から聞く） 

・母豚 6頭の繁殖肥育一貫経営で、肥育豚が常時 120頭前後いる（数字が合わない。母豚 6

頭ならば、肥育豚は 40頭程度と思われる）。 

・糞尿処理は、糞は集めて、餌が 25kg 入っていた空き袋に入れる。2日で 3 袋くらいの量

になる。これが 1袋 3〜4万ドンで売れる。 

・糞を集めた後に水流しし、その水は隣の養殖池に流す。 

・かつては、糞尿はすべて水流しして、隣の養殖池に流していたが、豚の数が増えて、糞

尿の量が増えたため、池の魚が死んでしまい、以後、全量は流せなくなったため、糞だ

けは集めるようになった。 

・豚のすぐ隣でルンフン種の採卵兼肉鶏を 650羽飼養している。この鶏糞は 1袋 6万ドンで

売れる。それ以外にコメを 1000平方メートルで作っている。 
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養豚５：糞は固形分のみ集めて、飼料用の空き袋に入

れて保存。2 日で 3袋くらいの量であるが、3－4万ド

ン/袋で回収業者に販売している。以前は、水で洗い流

して全て魚の養殖池に流し込んでいたが、魚が大量死

したので、上記の方式に切り替えた。 

養豚４：糞尿は固液分離することなく、一日 2回水で

豚房の床を洗い流し、そのまま汚水ピット経由で、河

川に放流している。汚水ピットでは黒いスラッジが発

生し、悪臭も強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

  

 

 

 

3.1.2 酪農 

酪農 1 男性 

・乳牛 23頭(育成牛を含む)を繋ぎ式で飼養し、草地面積は１ha を保有し、主にエレファン

トグラス等を栽培し、生草のまま、あるいは一部は乾草として給与 

・4－5年前に屋根つきの堆肥舎を建設（床はコンクリート打ち 6ｍ×5m）を 1000万ドンで

建設、生糞と給餌飼料（生あるいは乾草キンググラス）の残滓と糞を堆肥舎に人力で運

搬し、堆肥舎に奥から順次堆積 

・その後は満杯になるまで切り返し等は一切行わないが、堆肥舎の床からは廃汁が流出（そ

のため、水分量は堆積中に多少は下がっているようであるが、見た感じでは中心部は黄

色で水分量はまだ 60％以上で未熟堆肥の様子） 

・約 1か月間の間で堆積を続けて堆肥舎が満杯になった段階で、堆肥舎から取り出して人力

で草地に全量散布している 

・その際、水分の多い新鮮糞も含まれることから、乾燥粗飼料、給餌残渣等を利用し、そ

れに混ぜて水分調整を行い、運搬をしやすくしている 

・残った糞尿を含む牛舎の洗浄水は、排水溝を経て貯留槽（2m×4m）に貯めて、液肥とし

て草地に施肥利用、(長期間貯留されているためか、上部はスクラブで覆われ、比較的匂

いは強くない) 

・まれに、堆積した牛糞（生糞が混じる堆積糞)を仲介業者に販売することはある 
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酪農１：コンクリート打ちした床の堆肥舎で飼

料残渣と生糞を堆積、1か月程度経過したら、草

地に肥料として散布している。まだ、水分が多

い状態なので、運搬時に飼料残渣を水分調整に

利用している。 

酪農１：エレファントグラスの草地を保有し、

堆肥舎からの半乾燥の生糞を肥料として散布。

一部乾草調整もして飼料給与しているので、残

滓は堆積された糞の水分調整材となっている。 

酪農１：牛舎の洗浄水、堆肥舎からの廃汁は、

汚水ピットに流し込み、草地に散布している。

汚水の溢れている付近の植生はよいが、濃厚な

緑色をし、硝酸態窒素の蓄積の可能性あり。 

酪農３：牛舎の洗浄水及び一部の糞は、バイオ

ガス発酵槽に投入しているが、容量をオーバー

しているためか、貯留槽にも汚物が堆積し、ガ

ス発酵しており、臭いもきつい。 

 

酪農 2 男性 

・乳牛 17 頭(育成牛を含む)を繋ぎ方式で飼養し、草地面積は 1ha で、エレファントグラス

等を栽培、生草あるいは乾草で給与 
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・酪農家 1 と同様自力で簡易な屋根つき堆肥舎（床はコンクリート打ち、3m×5m）を 4 百

万ドンで建設し、そこに毎日生糞と飼料残渣を牛舎から運び堆積している 

・切り返し等は行わないが、農家 1に比べて飼料残渣等を堆肥盤で多めに混せたり、飼料残

渣を燃やした灰を混ぜるなど、水分調整を行っている様子 

・以前は、堆積した糞の表面に発酵促進剤（20万ドン/3L）を散布するなどしていたが、コ

スト高となるために現在は中止 

・堆積した糞をは 2～3週間で堆肥舎が満杯となるので、この段階で取り出して草地に施肥

するほか、一部業者に販売することもあり、その場合は 10万ドン/ m
3で販売、ある程度

堆肥化したものは、1袋:20－30 ㎏詰めして 1 万ドン（400ドン/kg）で販売することもあ

る 

・牛床に残った糞及び尿と牛舎の洗浄水は、バイオガス発酵槽に投入しは発酵処理、バイ

オガスは炊事に利用、発酵後の上清は、液肥として草地に還元 

・しかし、タンクから流出する上清には未分解の残滓が多数含まれているので、投入量が

多いので分解が完全に終わる前に液肥として利用されている可能性が大きい 

・発生したバイオガスを一時牛舎内での発電利用することを検討したことがあるが、硫化

水素による腐食等の問題があることが分かったので、炊事以外の利用はしていない（従

って、余剰に発生したガスは多くは大気中に排気口を通して放出？） 

 

酪農 3 男性（バビ酪農・草地センター所長) 

・乳牛 1４頭(育成牛を含む)を繋ぎ方式で飼養し、草地面積は 2.5ha で、エレファントグラ

ス等を栽培して、生草給与が主体 

・牛舎からほとんど毎日毎日生糞を集めて、200メートルほど離れた草地圃場に運搬し、生

糞を一定量づつ塊で草地に配置し、その後他の作業員が手作業でその糞をの草地に細か

くして散布し施肥利用 

・牛舎に残った糞及び尿と牛床の洗浄水は、全てバイオガス発酵槽（20ｍ3）に投入し、バ

イオガス処理を行う 

・発生したバイオガスは炊事に利用、発酵後の上清は、液肥としてポンプで組み上げて、

パイプ経由で草地に直接散布している 

・投入量が多いためにバイオガス発酵槽からのオバーフローした上清（廃液）を見る限り、

発酵処理が十分でなく分解されていない糞の残渣が入った状態の廃液が垂れ流しされて

おり、一部は圃場に流入 

・特に廃液が流れ込んでいる圃場の近隣で発育中のエレファントグラスは丈が高いものの、

枝葉は異常なほど深緑色をしているので、窒素過多の影響があると推定された 

・また、バイオガス発酵槽からの余剰発生したメタンガスのみならず、貯留槽からもメタ

ンガスが発生している様子であり、かなりの量のガスが空気中に放出されていると見込

まれる 
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酪農３：牛舎から飼料残渣を含む生糞を毎日圃場に運

搬して、草地に塊で置き、その後蒔き散らすが、一部

塊の状態で放置されている 

酪農３：バイオガス発酵槽から溢れた貯留槽の汚水

は、ポンプで装置に散布している。草地の植生はよい

状態ではあるが、汚水が溜まった近くの植生は濃い緑

色になっていた 

  

3.2 課題の要約 

 

3.2.1養豚 

・すべての養豚農家が飼料メーカーの配合飼料を利用しているためか、豚舎特有の悪臭は

比較的弱く、悪臭が地域の環境問題になっている状況ではなかった 

・一方、全ての農家が豚舎の床の清掃は水を利用しており、一部の農家を除いて、生糞ご

と洗浄する作業体系をとっているので、堆肥生をするための生糞の豚舎からの収集作業

については、メリットがないと考え、拒否反応が強い？ 

・1件の小規模農家を除いてバイオガス発酵処理が行われていたが、全ての農家が一律 80m

の発酵槽を導入しており、飼養頭数の割には処理層が小さいのか、十分に分解されない

ままの廃液がオバーフローして、環境汚染につながっていた 

・そのような垂れ流しが行われているが、農家自身は環境汚染を引き起こしている自覚が

ないので、投入量を下げるために、生糞の回収、堆肥化処理を推奨してもそのためには

多大な労力が必要となるので拒否反応がつよい 
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・農家自身、自家消費用の野菜栽培に生糞を使うなどしているが、完熟堆肥の利用の必要

性、メリットを理解する機会がないので、堆肥生産に対するインセンティブがない状況

にある 

・一方、環境問題から垂れ流しができなくなった農家では、生糞を袋詰めして仲介業者に

販売するなどの仕組みが取られており、品質の良いものを少ない労力で生産でき、付加

価値を高めて販売できる可能性があるのであれば、農家は堆肥化処理に取り組む可能性

は残されている 

 

3.2.2酪農 

・屋根つきの堆肥盤を保有し、生糞を蓄積しているところもあるが、水分調整材を積極的

に利用して水分調整を行うことや、好気性発酵を促すための切り替えしの必要性につい

ての理解がなく、水分量が高く、堆肥発酵処理が不十分なところが多い 

・生糞あるいは堆肥化が不十分なまま自己の所有の草地に肥料として還元しているところ

が殆どであるが、そのような未熟堆肥の施肥のデメリット（牧草の発育障害、硝酸体窒

素の蓄積とそれによる繁殖障害、突然死の可能性）についての理解が不十分 

・バイオガスについては、一律 80ｍ3程度の容量の発酵槽が導入されている結果、飼養頭数

の増加で投入量が多いため発酵が進んでいない（未分解）まま上清の廃液が垂れ流され、

環境を汚染している 

・現在設置されているバイオガス発酵槽の処理能力を超えた汚物の投入を防ぐために、牛

舎への敷き藁（稲わらの利用）やおが屑投入により、水分調整と CN比の適正化が必要で

あるが、全く留意されていない 

・一方、酪農経営においても、業者による生糞の販売は一部で行われているようであるが、

完熟堆肥化による付加価値を高めることはなされておらず、販売価格は低い、あるいは

無料で業者に引き取ってもらっているところもあり、折角の資源が無駄になっている 

・一方、養豚農家とは異なり、草地圃場を世保有していることから、生糞の肥料利用の必

要性は理解しているので、牛床からの生糞の回収作業については、積極的に行われてお

り、これに対する拒否感はない 

・草地への施肥の際に取り扱いを容易にするためや、は堆肥の販売の際の付加価値を高め

るために必要な堆積中の切り替えしの必要性については十分な理解が得られていない

（完熟堆肥がどんなものか見たことがない） 

 

3.3 対象農家の選定 

 

上記の現地調査結果を踏まえて、堆肥化技術の実演をするための農家を選定した。 
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養豚 

・固液分離せずにバイオガス装置に入れた後、溢水をそのまま排水している養豚 2と、糞の

み集めている養豚 5を選定した。 

酪農 

・堆肥盤による処理を行っていて、完熟堆肥の生産まで至っていない酪農 1と、生糞を直接

圃場に施肥している酪農 3を選定した。 

 

4. 第 2次派遣（現地指導）の結果 

 

 第二次現地活動は 2015年 1月 4日から 25日まで実施した。この期間の主な活動内容は（1）

選定された 4つの農家での畜糞堆肥化の実演、（2）その結果得られた堆肥の熟度判定、（3）

これらを総合したまとめワークショップの開催である。以下、項目ごとに説明する。詳細

スケジュールは別添資料２を参照されたい。 

 

4.1 畜糞堆肥化の実演 

 

 第一次現地活動の結果、実演対象として決定していた対象 4農家に対して、国立畜産研究

所（NIAS）ならびに現地コンサルタントを通じて、一定量の畜糞を集めておくようあらか

じめ依頼していた。併せて、NIASならびに現地コンサルタントに、オガクズや稲ワラなど

の必要な副資材と、スコップや空気流通を図るための穴あき塩ビ管などをそろえておくよ

う指示していた。また、実証農家における堆肥の仕込みから結果の確認までの期間が１週

間と短いことから、発酵が十分進まない可能性も懸念されたことから、NIASにおいて実証

と同じ処方（副資材）で良質堆肥を生産し、これらを分析用のサンプルとして使うことを

とし、NIASの担当者に場内での準備を指示をした。 

 第二次現地活動のために現地入りした後、まず、これらの準備状況を確認した。その結

果、例えば農家 A の酪農家では堆肥小屋の屋根が壊れてなくなっているといったような予

期せぬトラブルが一部に見られたものの、ビニルシートの配布で雨避けしてもらうなどの

代替策によってこれらの問題を切り抜けることができた。畜糞の集積状況は、量的に足り

ない農家もあったため、さらに集めるよう依頼した。畜糞を置いてある場所が低いために

水が流れ込んでいるケースがあり、置き場所を高い場所に移動するよう指導した。副資材

や器材類はほぼ計画どおりそろっていた。これを受けて 1月 13日、14日の 2日間に 4つの

農家で堆肥づくりを実演した。 

一方、NIASに依頼した良質堆肥処理は、処方通りの副資材を添加していたものの、バケ

ツの中で発酵処理されていたために、発酵が進まず良質堆肥は確保できなかった。そこで、

2015年まで JICAのプロジェクトが実施され、堆肥調整の指導も行われて、現在も継続して

良質堆肥生産を行っているモンカダAIセンター由来の堆肥を分析用サンプルとして使用す
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ることとした。 

 

4.1.1 農家 A（第 1次派遣時の酪農 1） 

 乳牛 23 頭を飼養するこの酪農家は、生糞

を毎日、堆肥小屋に人力で運んでいる。堆肥

小屋には屋根がかけられていたが、事故で壊

れてしまい、実演の段階では屋根は取り払わ

れた状態になっていた。そこで雨避けのため

に、ビニルシートを用意した。 

 大量の生糞を排泄する酪農での人力による

堆肥づくりは、堆積していく際の労力軽減を

どのように実現するかが最大のポイントに

なる。このため、農家 Aでの実演では、畜糞

と副資材をかき混ぜることを避け、まず稲ワ

ラを置き、畜糞を乗せ、米ヌカをまき、オガ

コを重ねるというように、糞と副資材をサン

ドイッチ式に層にして山を作っていった。途

中で、空気流通をよくするための穴を開けた

直径 150mmの塩ビ管を斜めに渡し、その後も

サンドイッチ式に牛糞と副資材を重ねていった。 

 7日後に現場を見た結果、ビニルシートの内側には水蒸気が結露した状態の水滴がたくさ

んついており、堆肥化が進行中であることが分かった。内部温度を計測したところ、深さ

10cmでは 26度だったが、30cmの部分では 39.1度と外気温より 20度近く高くなっていた。

切り返しをしないため、堆肥化のスピードは必ずしも速いとは言えないが、穴あき塩ビ管

を通しているのと、間隙の多い稲ワラをかなり入れているため、この初動段階の堆肥化は

順調に進んでいるものと考えられた。 

 

4.1.2 農家 B（第 1次派遣時の酪農 3） 

 農家 B では、堆肥小屋がもともとなかった

ので、地面に直径 1m ほどの小さな山を作り、

上から雨避けのビニルシートをかける方式を

採用した。その際、小山の底の部分と中央付

近に穴あき塩ビ管を通して、空気の流通をよ

くした。 

 まず、底に穴空き塩ビ管を 2本平行に並べ、

労力を軽減するため、稲ワラ→牛糞→米ぬか

農家 B（酪農）の堆肥づくりの方法 

農家 A（酪農）の堆肥づくりの方法 

穴空き塩ビ管の構造。メッシュ状の排水管が手に入れば
それを使えばよい 
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→オガクズの順で、牛糞と副資材を層状に重ねていった。これを 4回ほど繰り返した後、

底の塩ビ管と直角に交わる方向で、小山の中央部分にあたる高さのところに穴空き塩ビ管

をもう 1本置いた。さらにその上にも 3回ほど稲ワラ→牛糞→米ぬか→オガクズを繰り返

して積み上げ、最後に、雨避けのため、上からビニルシートをかけた。塩ビ管が入ってい

るので、切り返しはしないでそのまま置いておくよう農家に頼んだ。次ページに一連の作

業工程の写真を示した。 

 1週間後に状態をみた結果、稲ワラがつぶれて高さは低くなり、ビニルシートの内側には

水蒸気が結露する形で水滴が付着していた。内部温度を測ったところ、外側から 10cmで 37.2

度、30cmの部分では 41.3度になっていた。本格的な堆肥化が始まったところで、軽減した

とはいえ、まだ臭いは残っており、これから有機質の分解がさらに進むとみられた。最終

的にどれくらいの期間を要するかは不明だが、4.2で述べるように堆肥化は着実に進んでお

り、この方式により、切り返し作業なしでも堆肥化が進行するのはほぼ間違いなさそうで

ある。
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穴あき塩ビ管を 2 本並べ、稲
ワラを置く 

その上に牛糞を置く  米ぬかを少しまいてから、オガ
クズを置く  

再び稲ワラを敷き、牛糞を置く 米ぬかをまく オガクズを置く 

再び稲ワラを敷き、牛糞を置く 米ぬかをまく オガクズを置く。同じ順序でさら
に 3、4回繰り返す 

塩ビ管 1 本を、底 2 本とは 90
度の角度に置き、さらに重ねる 

稲ワラ、牛糞、米ぬか、オガク
ズの順でさらに 3、4回繰り返す 

最後に稲ワラを載せ、雨避け
のビニルシートをかける 

農家 A、B、Cにほぼ共通する堆肥づくりの工程 
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4.1.3 農家 C（第 1次派遣時の養豚 2） 

 農家 Cは、出荷などにより一時的に飼養頭数が

減ったため、豚糞の排出量が減ったとのことだっ

た。近隣農家に協力してもらい、一定量を集めて

おくよう依頼したため、1月 23日までに農家はか

なりの量の糞を集めていた。 

 当日は、酪農の 2軒と同様に、サンドイッチ式

で豚糞と副資材を層にして重ねる方式をとり、撹

拌して材料同士を混ぜ合わせることはしなかった。

牛糞に比べると、豚糞は水分が少ないものの、粘

度が高く、ベタベタした大量の生糞と副資材を撹

拌して混ぜ合わせるのはかなりの労力を必要とす

るためである。まず地面に 2本の穴あき塩ビ管を

置き、その上にサンドイッチ式に糞と米ぬか、お

がくず、稲わらの各副資材を層にして積み上げ、

それを何回か繰り返して、最終的に高さ 70cmほど

の小山を作った。雨避けのため、上からビニルシ

ートをかけた。 

 7日後に現場を再訪したところ、ビニルシートの内側には水滴が多数ついており、温度上

昇を伴う堆肥化が進行中であることをうかがわせた。糞の悪臭は緩和していたが、まだ残

っており、粘り気もまだ残っていた。糞以外の副資材は、糞の水気を吸って変色しつつあ

ったが、これからさらに堆肥化が進行するものと思われた。内部温度を計測したところ、

10cmで 32.8度、30cmの深さでは 41.0度で、外気温 22.9度より 20度近く高くなっていた。 

 

4.1.4 農家 D（第 1次派遣時の養豚 5） 

 農家 D では、これまで、集めた豚糞を、使用ずみの配合飼料袋に詰め、しばらく置いて

から耕種農家に販売していた。そこで、この実演でも、使用ずみ配合飼料袋を利用して、

そこに詰めることにした。ただし、配合飼料が入っている段階では、メッシュ状の外袋の

内側に薄いビニル袋が入っている。このビニル袋を取り除いて完全に通気するようにして

から使用した。 

 混ぜる作業をしやすくするた

め、レンガで作られた高さ

20cm ほどの部分を利用して生

糞と米ぬか、おがくずをよく混

ぜたうえで稲ワラを加え、軽く

混ぜてから、袋に詰めた。実際

農家 C(養豚）の堆肥づくりの方法 

農家 D（養豚）での堆肥づくりの方法 
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にやってみると、大量ではないものの、豚糞に粘りがあること、稲わらが長いために豚糞

と混ざりにくいことなどにより、混ぜる作業にはかなりの労力を必要とすることが分かっ

た。そこで、6 袋仕込んだうち 5、6袋目の 2つは、豚糞と副資材をあえて混ぜずに、稲わ

ら→豚糞→米ぬか→おがくずの順で袋に入れ、層にしていくようにした。あらかじめよく

混ぜた方が堆肥化は早く進行するが、労力の節減は農家にとっては決定的に重要なので、

サンドイッチ式にした時に袋内でどれくらい堆肥化が進むかを見てみることにした。 

 この方式の場合では、通気性のある小袋に入れ、外気に触れる部分と中心部の距離が最

大でもおよそ 20cm以下になっていることによって、撹拌、切り返ししなくても、全体に空

気が行き渡りやすいことが技術面の最大のポイントである。通気のほか、副材料を重ねる

ことによって水分、CN比を調整するが、山を作らないため、堆肥化熱は保持されず、その

結果、熱はあまり上がらない。熱が上がらなければ加速度的な堆肥化の進行は起きず、完

熟するまでにはどうしても時間がかかる。したがって、袋に入れた状態で一定期間置いて

おける場所に余裕があることがこの方法の必要条件になる。しかしながら、十分な保管場

所があれば、一度、袋に入れてしまえば、熟成後は同じ袋のまま販売できるので、労力が

大きく節約できることは間違いない。糞量が比較的少ない養豚や養鶏で少頭羽数飼養して

いる農家向けの方法といえる。 

 6日後に現場を再訪して状態を確認した結果、完全に混ぜたもので 10cmが 33.2度だった

のに対し、30cmの部分では 38.5度で、気温 22.3度より 15度以上高かった。袋方式でも温

度は予想より上がることが分かった。ただ、サンドイッチ状の袋では、10cm と 30cm がそ

れぞれ 34.0 度、32.8 度だった。豚糞にはかなりの粘りがあり、堆肥化は進行開始したばか

りといった様子で、混ざり方が十分でないサンドイッチ方式の場合は熱の上がり方も緩慢

で、その分、堆肥化にはどうしても時間がかかるといえそうである。 

 農家 Dでの仕込み作業は A、B、Cまでとは異なるため、次ページに作業工程の写真を掲

げておく。
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農家 Dで実演した 2種類の堆肥づくりの工程 

1. 糞と米ヌカ、オガクズ、稲ワラ

をあらかじめよく混ぜてから通

気性のある小袋に入れる方

法。労力は要するが、完熟まで

の期間は短くなる 

2.  あらかじめ混ぜずに、糞→

米ヌカ→オガクズ→稲ワラの順

で層にして通気性のある小袋

に入れていく。混ぜないので労

力がかからないが、完熟までに

は 1の方法より期間を要する 


