
第３章　堆肥の小規模燃焼施設による熱利用

１．この技術について

我が国の畜産分野では、畜舎等施設の暖房や洗浄温水等、年間20億ℓを超える大量の化石燃料が
消費されています。一方、全ての家畜排せつ物を堆肥化して燃料としたときの熱量は、石油換算
44億ℓ/年（169 PJ/年）に相当すると算出できます。堆肥の燃焼熱利用は、化石燃料消費量の
削減と堆肥活用先の確保につながります。
堆肥を燃焼利用するためには、いくつかの技術的な問題を解決しなくてはなりません。ここで

は、これらの問題について検討するため、実証プラント（写真9）による試験結果を紹介します。

写真9　堆肥燃焼実証プラント
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２．堆肥燃焼利用の問題点

(1) 堆肥の水分
堆肥を燃料とするためには、自燃する状態にしなくてはならず、水分を20％程度にまで乾燥

する必要があります。高水分のままでは多くの熱源を必要とするため、発酵乾燥なども併用し、
仕上げ乾燥に燃焼廃熱を利用する必要があります。また、単に加温するだけでは乾燥効率が悪く、
乾燥物が大きな粒になると燃焼するときの障害になります。

(2) 堆肥乾燥時の臭気
堆肥にはアンモニアや有機酸等の悪臭物質を高濃度で含んでいるものがあり、乾燥に伴って放

出され、悪臭の原因になります。

(3) 安定した燃焼技術
堆肥等を燃焼すると、溶融体（クリンカー）が発生し、炉内の閉塞の原因となります。

(4) 燃焼熱の利用技術
堆肥燃焼熱は、畜産事業所内での利用では消費しきれない場合があります。その場合は、ハウ

ス暖房等、畜産事業所外で利用する技術が必要です。

(5) 燃焼灰の利用技術
堆肥の焼却灰は、リン、カリウム、カルシウム等のミネラルを高濃度で含んでおり、肥料として

有効です。しかし、有害重金属やダイオキシン類等の環境汚染物質を含んでいないことを確認する
必要があります。
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３．実証プラントによる処理フロー

実証プラントは、堆肥を乾燥して燃料を生産するものです。処理フローを図24に示します。
生産した燃料の一部をボイラーで燃焼して温水を畜舎暖房等に利用する一方で、排熱風を使って堆
肥を乾燥します。残りの燃料は、熱量が高く、軽くて搬送性が優れているので、遠方のハウス暖房
等に利用できます。

温水
畜舎の暖房
飲み水の加温
洗浄温水

排熱風

堆肥

原料受け入れ槽

原料乾燥装置

ボイラー

燃料サイロ 小型ボイラー

燃料

燃料
遠方へ運搬可能

ハウス暖房等
への利用

堆肥燃焼実証プラント

堆肥と木質微細
粉体を混合

木質微
細粉体

図24　堆肥燃焼熱利用の処理フロー
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４．問題点の解決策と試験結果

(1) 堆肥の水分
燃料化した堆肥の一部を燃焼した熱を利用することにより、乾燥にかかる燃料コストの低減を

図りました。堆肥に木質微細粉体を混合し、ロータリーキルンでかく拌しながら燃焼排熱風を
吹き込むことにより、乾燥を促進させるとともに、堆肥乾燥物を細かい粒子にしました。木質微
細粉体の混合割合は、堆肥の水分により調整が必要です。実証試験では、水分40％の豚ふん堆肥
と木質微細粉体の容積比が10：3の割合で効率よく乾燥させることができました。

　 乾燥技術は、堆肥と木質微細粉体をかく拌・混合し
ながら、燃焼排熱350℃～400℃で加熱するものです。
この過程で、左図のように堆肥の水分は、付着した木
質微細粉体の細孔構造に吸水・拡散されることにより、
蒸発が促進されます。また、木質微細粉体を混合して
かく拌することによる微細化も、蒸発を促進します。 

乾燥イメージ図 

熱
・
か
く
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堆肥 

水分蒸発 

木質微細粉体 
微細化 
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写真10　堆肥と木質微細粉体を混合した乾燥前の原料

【木質微細粉体とは】
製材所で出る小さなカンナ

くず（モルダーくず）をビー
ターでたたいてほぐしたもの
です。通常のオガクズよりも細
かく、表面積が0.5～0.6 m2/g
と大きいことに加え、繊維が
切断されていないことから、
水分の吸収に優れています。カ
サ比重が0.1～0.3の範囲にあ
るものが有効です。



(2) 堆肥乾燥時の臭気
堆肥に混合する木質微細粉体が、アンモニア等を吸着することを利用しました。木質微細粉体が

アンモニアを吸着する量を試験した結果を図25に示します。
木質微細粉体に吸着されたアンモニアは、燃料として燃焼するときに直接燃焼法によって分解

されるので、悪臭の原因になりません。

　　排気

　　　木
　　　質
　　　微
　　　細
　　　粉
　　　体

　　　充
　　　填

600 ｇ

アンモニアガス
1.2％濃度
通気量　2ℓ/分

　木質微細粉体をガラス管に詰
め、空気にアンモニアガスを混合
して通気しました。十分に吸着し
た後に、木質微細粉体に吸着され
たアンモニア量を測定しました。
　5回測定の平均で、木質微細粉体
1 ㎏あたり456 ｍｇのアンモニア
ガスを吸着できる結果となりまし
た。

図25　木質微細粉体によるアンモニア吸着量の測定

(3) 安定した燃焼技術
堆肥燃焼時の溶融体（クリンカー）は、1000℃を超えると発生することから、ボイラー内の燃焼

温度を800～900℃に維持することにより、発生量を低減できました。しかし、溶融体の発生を
完全に止めることはできないため、4～6時間おきに灰のかき出しを行いました。灰の自動かき出し
装置の設置が必要だと思われます。
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(4) 燃焼熱の利用技術
実証プラントのボイラーから得られた温水は、豚舎の暖房や飲み水の加温に利用しました。

図26　ボイラーからの熱利用の例

堆肥1tあたり798 kgの燃料（複合
バイオマス燃料、写真11）を生産で
き、このうちの381 kgを実証プラント
のボイラーで消費したので、417 kgが
別途利用可能でした。この燃料は、含
水率20％で12,000 kJ/kgの熱量（低
位発熱量）がありました。試験で使用
した原料と生産した燃料の例を表22に
示します。

表22　複合バイオマス燃料生産の例

堆肥 木質微細
粉体 混合物 生産された

燃料
処理量・生産量 kg/h 420 20 440 335

水分 ％ 40 18 39 20

比 重 0.45 0.07

容積 ℓ/h 933 286

固形物 ㎏/h 252 16 268 268
※生産された複合バイオマス燃料の160 kg/hは、ボイラーにて消費する
ため、別途利用できる燃料は175 kg/hである。
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写真11　堆肥から生産した複合バイオマス燃料



ナスのハウス栽培施設に小型温水ボイラーと熱交換器を設置し、生産した燃料で暖房する実証
試験をしました。カセット式の輸送ボックスに燃料をつめて搬送し、これをボイラーにセットす
るだけでボイラーを稼働できるように工夫しました（図27）。カセット式にすることで保存性、
運搬性（写真12）、作業性がよくなりました。

複合バイオマス燃料

カセット式輸送ボックス

カセットで保管

輸送

カセットをセットするだけで燃焼できる

図27　カセット方式による複合バイオマス燃料の運搬

　

写真12　カセット式輸送ボック
スを運搬している様子

（燃料が風で飛散しないため、
作業性が良い）
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(5) 燃焼灰の利用技術
堆肥の焼却灰は、表23に示すように肥料成分として

リン酸、カリ、石灰、ケイ素、鉄を多く含んでました。
焼却灰の場合、肥料として効果が出にくい状態になって
いる割合が多いことがあるので、難容性の部分を除いた
「く溶性」の分析値も表示することが望ましいです。

◎有機肥料として利用するには
堆肥化処理から燃焼まで、化学的処理を行わず、化

学的処理物を混入していなければ、有機JAS適合資材と
なります。農水省告示「有機農産物の日本有機規格」に
おいて、家畜ふんの燃焼物は「その他の肥料および土壌
改良剤」に、堆肥の副資材や木質微小粉体の燃焼物は
「草木灰」に相当します（平成23年1月時点）。有機
JAS適合資材として利用する場合は、農林水産省の有機
農産物表示規格担当部署に確認してください。肥料とし
て販売する場合は、家畜ふん堆肥と同様に特殊肥料に該当（農水省告示「肥料取締法に基づく特
殊肥料等」、平成23年1月時点）しますので、管轄する都道府県知事への届け出と、農水省告示
「特殊肥料の品質表示基準」に定められた表示が必要です。

◎堆肥に余剰汚泥が混入している場合
この試験で用いた豚ふん堆肥には、畜舎汚水浄化処理施設から出る余剰汚泥が混入していまし

た。この場合、燃焼灰は、有機JAS適合資材や特殊肥料には該当せず、普通肥料の焼成汚泥肥料と
なります。農地に利用するためには、肥料取締法により、以下の制限がかかります。
（１）ひ素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム及び鉛の含有量（表24）
（２）金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定

める省令（昭和48年総理府令第5号）の別表第
一の基準に適合する原料を使用したものである
こと（23種類の物質に関する溶出基準が定め
られている）

（３）植害試験の調査を受け、害が認められないも
のであること（ポットによるコマツナの発芽生
育試験）

この試験の燃焼灰は、ひ素、カドミウム、総水銀、
ニッケル、クロム、鉛、6価クロム、PCB、セレンにつ
いて分析した結果、いずれも検出されませんでした。
このように、普通肥料として販売する場合は、制限が大きいので、有機肥料として利用できる

ような堆肥を原料として選択するべきです。
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表23　焼却灰の成分（％）表23　焼却灰の成分（％）表23　焼却灰の成分（％）
分析項目 分析結果分析結果

リン酸（P2O5） 13.98
カリ（K2O） 11.18
石灰（CaO） 21.41
ケイ素（Si） 34.11
鉄（Fe） 17.77

アルミニウム（Al） 13.56
イオウ（S） 1.31
チタン（Ti） 1.11
バリウム（Ba） 0.74
マンガン（Mn） 0.54
亜鉛（Zn） 0.11

ストロンチウム（Sr） 0.09
ジルコニウム（Zr） 0.02

表24　含有を許される最大値（％）表24　含有を許される最大値（％）

ひ素 0.005
カドミウム 0.0005
水銀 0.0002
ニッケル 0.03
クロム 0.05
鉛 0.01



５．本技術を使用するにあたっての注意点

原料について
• 堆肥の水分が高くなるほど木質微細粉体が多く必要になります。
• 燃料製造には木質微細粉体が必要であり、原料となる木材の安定供給が必要です。

燃焼について
• 燃焼排気の規制については、専門家や都道府県担当窓口によく相談してください。
• 堆肥燃焼時の溶融体の発生を抑えるような燃焼炉の構造が必要です。

複合バイオマス燃料について
• 貯蔵中に湿気を帯びないようにする必要があります。
• 燃料の利用先の安定確保が必要です。

燃焼灰の利用について
• 肥料成分だけでなく、重金属類やダイオキシン類の混入がないことを確認してください。
• 原料が家畜ふん堆肥のみであれば、特殊肥料として販売できます。
• 有機JAS適合資材として利用する場合は、農林水産省の有機農産物表示規格担当部署に
確認してください。
• 原料の堆肥に浄化処理施設の余剰汚泥等が混入していると、特殊肥料ではなく普通肥料に
なります。
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