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１．はじめに 

 家畜排せつ物は肥料成分を総合的に含んだ良質な有機資材であるが、畜産経営の規模拡大等に

に伴ったふん尿の偏在化、過剰施用による水質汚染や作物品質の劣化が問題となっている。堆肥

は重量物であり圃場への施用量も多いため、その貯蔵や運搬、施用のために多大のコストと労力

を要するため、生産現場から比較的近い地域で利用することが望ましい。九州地方における家畜

排泄物に由来する窒素、リン酸、カ

リ賦存量は、窒素166,536ｔ/年、リ

ン酸58,556ｔ/年、カリ685,687ｔ/

年と推定される。また、作物生産に

ける潜在的必要量は窒素74,687ｔ/

年、リン酸62,081ｔ/年 、カリ

66,303ｔ/年である。したがって、

各成分収支は、窒素91,849ｔ/年、

リン酸-3,525ｔ/年、カリ619,384ｔ

/年と、リン酸は不足しているが窒

素やカリは余剰に賦存している（図

１）。 

家畜糞尿の処理方法による窒素

残存率は、おおよそ堆肥化50％、メタン発酵100％である。地域のニーズによって堆肥化やメタン発酵等

の処理形態を選択し、環境保全的な地域内及び広域流通による肥料利用を図った上で、更に余剰に家畜

ふん尿がある場合には、燃焼によるエネルギー化等の減量化を図る必要がある。これまでの家畜ふん尿

のエネルギー利用の主な方法は、①スラリー状態のふん尿をメタン発酵してメタンガスを生産・利用す

る方法、②水分が20%前後に乾燥した鶏ふんを直接燃やして燃料利用する方法、③乾燥した鶏ふんを熱分

解によって可燃性ガスを採取する方法、④堆肥化時に発生する発酵熱を利用する方法、等である。大量の

家畜ふん尿が発生する南九州地域などでは家畜ふん尿の農業利用が限界に近い状態であり、堆肥の広域

流通や海外輸出も行っているが、堆肥化やメタン発酵等の従来の処理・利用方法だけにとらわれず、炭化

等による資材化や燃焼としてエネルギー利用等が行われている。平成24年のバイオマス事業化戦略で、

技術とバイオマスの選択と集中によるバイオマス活用の事業化を重点的に推進し、地域におけるグリー

ン産業の創出と自立・分散型エネルギー供給体制の強化を実現することが決定された。重点的に活用す

る技術としてメタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固形燃料化、液体燃料化があり、また、バイオマスとして

木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等が示されている。また、施設園芸経営においては経営費全

体に対する暖房用燃料費等の光熱動力費の占める割合が大幅に増加している。そこで、家畜排泄物を利

用した畜舎やハウス暖房用の小型バイオマスボイラーを開発し、エネルギー面での耕畜連携の推進を図

ることを目標に、家畜ふん堆肥の燃焼技術を紹介する。 
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２．九州における家畜ふん尿エネルギー化施設 

 バイオマスエネルギー（発電、熱利用等）は、良好な自然条件（豊富に存在する木質、家畜糞尿等）の

もと社会的条件（家畜排泄物の管理の適正化法、ＲＰＳ法の施行、再生可能エネルギー特別措置法等）を

背景に導入への取組がより活発化している。特に、九州では豊富なバイオマス資源である家畜ふん尿を

活かしたエネルギーと有機肥料の供給が期待できる。家畜ふん尿のメタン発酵によって得られるバイオ

ガスの発電への利用、ボイラー燃料としての活用などの事例がある。また、メタン発酵消化液は豊富な肥

料成分を含んでおり、有機液肥として水稲や麦、飼料作物を中心に散布が行われている。鶏ふんについて

は、含有水分が少なく、他の家畜ふんに比べ燃料に適しており、燃焼熱を利用した発電およびその焼却灰

を肥料資源化する取り組みが進んでいる。 

 

 

 

 これまでの家畜ふん尿の燃焼によるエネルギー利用では、乾操させた鶏糞を高温燃焼させることによ

って得られる排熱エネルギーを利用する鶏糞ボイラーがある。排熱は主に鶏舎の暖房に利用され、大規

模な養鶏場で実用化されている。焼却灰は肥料としての価値が高く、農業および園芸用として需要があ

る。技術のポイントは、鶏糞の十分な乾操による完全燃焼にある。燃焼におけるダイオキシン等の発生抑

制が重要な課題の一つで、近年はダイオキシン対策や環境対策がとられた大型の鶏ふん燃焼発電設備が

宮崎県や鹿児島県に見られる。大型鶏ふん燃焼発電設備は、処理規模は100～300t/日であり、ダイオキシ

ン対策や環境対策がとられており、ハウス乾燥した鶏ふんを燃焼させ高温、高圧の蒸気を発生させ、蒸気

タービンを回して発電する。「資源循環型畜産の確立」と「地球環境の保全」を目的とした鶏ふん発電施

設は、全国に先駆けて建設された畜産系バイオマスの燃焼エネルギー利用施設で、鶏ふんの焼却熱を蒸

気や電気エネルギーへと変換し、焼却灰はリンやカリウム肥料などとして利活用するものである。 

 

３．燃焼によるエネルギー利用 

 燃焼が成立するには①可燃物、②酸素、③点火源、の３つが全て存在しなければならない。点火源は種

火や火花の場合もあれば、高温に加熱することや高温雰囲気との接触も含まれる。単位質量の燃料が断

熱的に完全燃焼し、元の温度まで冷却されるときに放散される熱量が「発熱量」と定義される。燃焼過程

表１　九州における畜産系バイオマスエネルギー導入事例

事業主体 所在地 原料 出力・ガス発生量 エネルギー変換 利用方法

みやざきバイオマスリサイクル㈱ 宮崎県川南町 鶏糞 11,000ｋW 直接燃焼 発電(所内利用・売電)

南国興産㈱ 宮崎県都城市 鶏糞 1,960kW 直接燃焼 発電(所内利用・売電)

㈲南九州バイオマス 鹿児島県さつま町 畜産糞尿 1,950kW 直接燃焼 発電(所内利用・売電)

山鹿市バイオマスセンター 熊本県山鹿市 畜産糞尿、生ゴミ 100ｋW×２ メタン発酵 発電・熱利用(所内利用)

日田市バイオマス資源化センター 大分県日田市 畜産糞尿 340kW メタン発酵 発電・熱利用(所内利用)

㈲高千穂牧場 宮崎県都城市 牛糞尿 30kW メタン発酵 発電(所内利用・売電)

佐賀・天地農場 佐賀県三瀬村 鶏糞、生ごみ 実際利用量1m3程度 メタン発酵 自宅炊事用熱源

牛島牧場 熊本県城南町 畜産糞尿 メタン発酵 所内利用(給湯・加熱)

横尾原堆肥組合 宮崎県都城市 牛糞尿 959MJ/日 メタン発酵 所内利用（熱）

鹿屋市畜産環境センター 鹿児島県鹿屋市 豚糞尿 80kW×2台 メタン発酵 所内利用(発電・熱）
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で、水素と酸素の反応で生成する水蒸気及び燃料中の水分が蒸発して発生する水蒸気の蒸発潜熱も放出

されるが、これを含めた熱量を「高位発熱量」、含めない熱量を「低位発熱量」と呼ぶ。燃焼材料の持っ

ている発熱量（表２）から、水の蒸発分を引いた値が燃焼に利用できる最大熱量となる。また、水が高温

の水蒸気となった場合、体積が数千倍に膨張し排ガス量が増加することとなる。従って、家畜ふん尿を水

分25％以下まで安価に乾燥させ、発熱量の低下を防ぎダイオキシン対策のため燃焼温度800℃以上を確保

することが重要である。 

 

 
          

 家畜排せつ物には、窒素、硫黄、塩素が含まれているため、燃焼によりNOx、SOx、塩化水素等が発生す

るので規制に応じて対策を行う必要がある。家畜排せつ物法により畜産農家から出される家畜ふん尿は、

産業廃棄物となるのでダイオキシン対策も行う必要がある。また、発電では大量の廃熱が発生すること

から、食品残渣の乾燥など廃熱の高度な利用が求められる。また、家畜排せつ物にはリン、カリ、ナトリ

ウム、カルシウムなどが多く含まれるためているため、燃焼材料の10％以上が灰として残る。灰にはカリ

やリンなどの肥料成分が含まれることから、有機系肥料として有効利用することが重要で、エネルギー

や燃焼灰等の資源を利用する者とのネットワークの構築が必要である。家畜ふん尿の燃焼エネルギー化

施設では、カルシウムを多く含み溶融温度の高い鶏ふんを燃焼材料としている。九州沖縄農業研究セン

ターでは家畜排せつ物のエネルギー化研究を行っており、溶融温度の低い牛ふん等も今後燃焼材料の選

択肢となることが期待できる。 

 

４．燃焼によるエネルギー化に係わる主要関連法規 

 燃焼ボイラー導入に際しては、法律・条令その他の規制が関わってくるため、それらに該当する場合に

は、許可の取得または届出を行い、規制を遵守する必要がある（表３）。 

低位発熱量

（kcal/kgDM）
強熱減量＊

（％）

低位発熱量

（kcal/kgDM）
強熱減量＊

（％）

乳牛 4,180 85.6 3,810 78.1

肥育牛 4,080 84.3 3,690 76.3

育成豚 4,340 87.8 3,940 79.8

採卵鶏 2,750 74.7 2,270 61.8

ブロイラー 3,910 87.9 3,560 80.0

表2 家畜ふん及び堆肥の発熱量と減量率（乾物ベース）

家畜ふん 堆肥

畜種

畜産環境整備機構「家畜排せつ物を中心とした燃焼・炭化施設に関する手引き」

平成17年3月、p 97-98.

＊：強熱減量とは、蒸発残留物を強熱（600±25℃で約30分間）したときに揮散する物質をい

い，主に有機物質の量を示す。

**
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１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法） 

 ボイラーの原料が廃棄物扱いとなった場合、廃掃法上ボイラーは焼却炉扱いになる。廃掃法では、廃棄

物を「自ら利用※１し、又は他人に有償売却できないため不要となった物」としている。ただし、占有者

の意思、その他性状等を総合的に勘案し、判断することになる※2。 

※1「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が利用することをいう。他人に有償売却できないものを排

出者が使用することは、「自ら利用」に該当しない。 

※2 有償で引き取れば廃棄物ではない。但し、無償持ち込みの場合、輸送費を排出事業者が払っていることから逆有償と

同様に解釈される。さらに有償の場合でも「買い取り金額－持ち込み業者が支払う輸送費」がプラスになっていない

場合においても廃棄物とみなされる。 

つまり法律上、廃棄物燃焼炉としてではなく、ボイラーとして認められるには、燃料となるバイオマスに

有価性（商品性）があることが必要となる。廃棄物焼却炉に該当した場合、その設備に関して構造基準や

維持管理基準を遵守する必要が生じる。この場合、構造基準を満たすためボイラーに補助バーナーや高

度な集塵機などの追加設備が必要である。維持管理基準では燃焼ガス温度を、常時800℃以上に保つ必要

がある。 

 

２）ダイオキシン類対策特別措置法 

 廃棄物焼却炉（焼却能力50kg/h未満のものは除く）に対しては、ダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾフ

ラン・ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン・コプラナーポリ塩化ビフェニル）の排出規制、基準量の遵

守及び定期的な測定が義務づけられる。本法の焼却炉の解釈は廃掃法と同様に定義される。 

法規の名称 施設の種類 許可/届出 許可届出の必要な規模

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 小型焼却炉※ 許可
焼却能力200kg/h以上、又は火格

子面積2m2以上

ダイオキシン類対策特別措置法 小型焼却炉※ 届出

焼却能力50kg/h以上、又は火格子

面積0.5m2以上
ダイオキシン類排出基準の適用

大気汚染防止法 ばい煙発生施設（ボイラー） 届出
伝熱面積10 m2以上、又はバーナー
燃焼能力重油換算50L/h以上

騒音規制法 送風機 届出 原動機の定格出力7.5kＷ以上

消防法 火気使用設備、貯留倉庫 届出
ボイラーの設置、チップ（指定可燃

物）貯留10m3以上

労働安全衛生法 小型ボイラー 届出
貫流ボイラー伝熱面積5m2超え

10m2以下

熱供給事業法 熱供給設備 許可
21GJ/h以上
（5,834kW＝502万kcal/h以上）

※廃棄物処理施設扱いとなった場合に適用

表３　ボイラー導入に係わる主要関連法規
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３）大気汚染防止法 

 ボイラーを導入する際に、大気汚染防止法上の「ばい煙発生施設」に該当すれば、規制対象となる。ば

い煙発生施設の該当基準を示す。 

 

 

 

 

 硫黄酸化物の排出基準は、排出口（煙突）の高さ及びＫ値（地域ごとに定める定数）から「許容限度」

として定められており、ばい煙発生施設ごとに算出された排出量について、排出規制が実施されていま

す。排出基準には、全国的に適用される「一般排出基準」と、汚染が著しいか著しくなるおそれがある地

域において新設される施設に限定して適用される「特別排出基準」とがあります。 

 

硫黄酸化物の許容排出量は次の式から算出される。 

ｑ＝kx10-3xHe2 

He ＝ Ho + 0.65 (Hm + Ht) 

Hm＝0.795 √(QV) ÷（1+2.58÷V） 

Ht＝2.01×10-3×Q×（T－288）×（2.30LogJ＋1÷J－1） 

J＝1÷√(QV) ×{1460－296×V÷（T－288）}＋1 

q：硫黄酸化物の許容排出量 （Nm3/h) 

k：地域別に定める定数 

He：補正された排出口の高さ（ｍ） 

Ho:煙突高さ（ｍ） 

Hm: 排出ガスの運動量による上昇高さ （ｍ） 

表４　ダイオキシン類の排出基準（焼却炉となった場合）

項目 焼却能力 排出基準 備考

4,000kg/h 以上 0.1ng/m3

2,000kg/h以上4,000kg/h未満 1ng/m3

50kg/h以上2,000kg/h未満 5ng/m3

年1回以上測定廃棄物焼却炉

表５　大気汚染防止法施行規則におけるばいじん排出基準

施 設 名 規 模 排出基準

固体燃焼ボイラー すべての規模 0.3g/m3N（O2 6％換算）

表６　大気汚染防止法施行規則における窒素酸化物排出基準

施 設 名 規模（最大定格排出量） 排出基準

固体燃焼ボイラー 40,000m3未満 350ppm（O2 6％換算）

Ｋ値 17.5

表７　大気汚染防止法施行規則における硫黄酸化物排出基準
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Ht： 排出ガスの密度差が浮力となって上昇する高さ（ｍ） 

Q ：15℃における排出ガス量(m3/秒) 

V ：排出ガスの排出速度 （m/秒） 

T ：排出ガス温度 （Ｋ） 

 

 

 

４）騒音規制法 

 ボイラー施設において、送風ファンの能力(原動出力7.5kW 以上)により騒音規制法の対象となる可能

性がある。この場合、地域により定められた騒音基準を遵守する必要がある。 

 

 

５）消防法 

 ボイラーを設置する場合、そのボイラーの能力に関わらず消防署への設置届けが必要である。また、燃

料チップは指定可燃物とされ、10m3 以上の燃焼材料を保管する場合には届出が必要となり、この燃料に

は保管と取扱基準が定められている。なお、重油ボイラーの１日の燃料消費量が指定数量（重油は2,000L）

以上の場合、その施設は危険物一般取扱所となり建築物の構造・消火設備基準や周辺環境により保安距

離を設けることが必要である。また、燃料貯蔵庫についても同様に、貯蔵数量により構造基準や保安距離

を遵守する必要がある。 

 

６）労働安全衛生法（ボイラー及び圧力容器安全規則） 

 労働安全衛生法では、ボイラーの種類や規模により必要な手続きが異なる。貫流ボイラーであって簡

易ボイラー（伝熱面積5m2以下）を設置する場合には、特別な手続きは必要としないが、小型ボイラー（伝

表８　ばい煙測定回数

項目 施設 規模（最大定格排出量） 測定回数

ばいじん 固体燃焼ボイラー 40,000m3/h未満 年2回以上

窒素酸化物 ばい煙発生施設 40,000m3/h未満 年2回以上

硫黄酸化物 ばい煙発生施設 10m3/h以上 年2回以上

表９　特定工場等に係る騒音の規制基準(単位：dB)

第１種区域 第２種区域 第３種区域 第４種区域

昼間 ４５以上 ５０以上 ６０以上 ６５以上

（８～19時) ５０以下 ６０以下 ６５以下 ７０以下

朝・夕 ４０以上 ４５以上 ５５以上 ６０以上

（６～８時)

（19～23時)

夜間 ４０以上 ４０以上 ５０以上 ５５以上

（23～６時) ４５以下 ５０以下 ５５以下 ６５以下

時間の区分
区 域 の 区 分

４５以下 ５０以下 ６５以下 ７０以下
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熱面積5m2超え10m2以下）を設置しようとする場合は、設置届を労働基準監督署長に提出することが必要

である。伝熱面積10m2を超えるボイラーに関しては設置届を労働基準監督署長に提出し、落成検査を受け

ることが必要である。また、その運転に関しては有資格者（伝熱面積10m2超え30m2未満の場合はボイラー

取扱技能講習修了者）を要する。ただし、無圧式のボイラーであれば、労働安全衛生法のボイラーに当ら

ないため、手続きは不要である。 

 

５. 家畜ふん尿の熱エネルギー化 

１） 固形燃料製造 

肉牛糞堆肥単体では着火生が悪く、また熱量も低いので、

肉牛糞堆肥（高位発熱量17.365MJ/kg）にバーク（高位発熱

量19.495MJ/kg）を乾物重割合で30％混合し、ローラーディ

スダイ式成型機で直径８mm、長さ10mmのペレット燃料を製

造した。 

乾物重量割合で堆肥化１発酵を２週間行い乾燥させた肉牛糞堆肥70％、バーク30％に調整した材料（水

分29.５％）の成型速度は443kgDM/hで、電気代として488円/tDM必要であった。ペレット燃料の溶融温度は、

肉牛糞堆肥1050℃、バーク1175℃であることから、1088℃であった。ペレット燃料の灰分は、肉牛糞堆肥

17.8％、バーク8.8%であることから、15.1％であった。また、製造燃料の高位発熱量は、肉牛糞堆肥

17.37MJ/kg、バーク19.50MJ/kgであることから18.00MJ/kgであった(表11)。 

人件費300万円/年（8h/日、300日）、堆肥化コスト1.6万円/tDMと仮定したペレット１kgDM当たりのコス

トは、人件費2.82円/kgDM、成型化2.35円/kgDM、堆肥化16円/kgDMから21.17円/kgDMとなる。灯油熱量35.6MJ/L

（85円/L）とすると、燃焼材料のエネルギー価値は42.5円/kgDMである。 

 

表11 肉牛ふん70％とバーク30％の混合燃焼材料の成型コストと溶融温度 

 

 

２） ロータリーキルン式ボイラーによる燃焼 

ロータリーキルン式ボイラーの寸法は直径 400mm、長さ 1370mm であり、内部円筒形燃焼炉に材料を連

続供給し燃焼試験を行う。空気は材料供給部の１次空気と円筒形燃焼炉の内壁部の２次空気の２カ所か

ら供給する。供給空気の配分は１次空気 30％、２次空気 70％として実験を行った。また、バイオマスの

理論空燃比（酸素と燃料が過不足なく反応する時の空気質量を燃料質量で割った無次元数）を 6.3 と仮

定した。乾物重量割合で肉牛ふん堆肥 70％、バーク 30％で混合しペレットに加工した固形燃料を

18.2kg/h(15.7kgDM/h)の割合で、ロータリーキルン式ボイラーに供給し燃焼特性を明らかにした。

供給熱量は高位発熱量 18.0MJ/h で、燃料の水分が 13.9％であったので低位発熱量は 17.7MJ/h と

なる。理論空気量はバイオマス量(15.7kgDM/h)の 6.3 倍と仮定し、空気比（実空気量／理論空気量）0.9

〜1.3 の条件で実験を行った。 

材料
高位発熱量

（kJ/kgDM）

肉牛ふん堆肥 17,365

バーク 19,495

牛糞70％・バーク30％ 18,004

表 10 固形燃料の高位発熱量 
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燃焼温度は空気比が大きくなるに従って高くなる傾向を示し、酸素濃度は 8.1〜9.8％であった。

燃焼温度－入気温の温度差を図３に示した。燃焼温度はボイラー供給温度に対して 1086～1145℃

高く、家畜ふん尿とバークを利用しても化石燃料を利用したボイラーと同等の性能を有すことが

わかる。規模４万 m3N 未満のバイオマスボイラーにおける煤塵基準値は 300mg/m3N 以下（酸素濃

度補正なし）であることから、いずれの条件でも排出基準を満たすことができた（図４）。 

図３ 空気比と燃焼温度－入気温の関係      図４ 空気比と排ガスばいじん濃度の関係 

 

バイオマスボイラーは CO 濃度規制を受けないが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則」では 100ppm 以下となっており、これらの規制を満たすことが望まれる。図５より空気比

0.9 の条件では CO 濃度は 1579ppm と高いが、空気を 1.2 以上にすると 75ppm 程度と問題のないレ

ベルになる。NOx は、燃焼温度 1000℃以下ではわずかしか生成されず、1300℃以上では急激に増加する

という性質がある。酸素濃度 6％換算の NOX 規制濃度は 350ppm であるのに対して、空気比が大きくなり

燃焼温度が上昇するにしたがって高くなる傾向が見られるが、規制濃度以下と問題なかった（図６）。ま

た、SOXは K 値で規制されるが、SOXの発生自体が少なく問題なかった。したがって、空気比 1.2 程度で燃

焼運転を行うことで、規制をクリアーすることができる。 

 

図２ ロータリーキルン式ボイラーの概要 
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図５ 空気比と CO 濃度の関係          図６ 空気比と換算 NOX 濃度の関係 

 

６. まとめ 

 家畜排せつ物は賦存量が多いことが特徴であるが、水分が多いためエネルギー量としてはさほど多く

ない。従って、家畜排せつ物の熱エネルギー化を図るには、堆肥化のような発酵乾燥や廃熱を利用するな

ど、安価に材料の水分を減少させることが重要である。また、家畜排せつ物の燃焼による熱エネルギー化

には木質が必要であるが、バイオマス発電等の影響で入手しにくくなってきているので、バークなどの

利用を検討する必要がある。今後、家畜排せつ物が過剰に賦存する地域では、燃焼によるエネルギー化も

選択肢の一つになると思われ、家畜排せつ物の肥料利用のみならずエネルギー面でも耕畜連携の推進を

図るためのシステム作りが重要となると思われる。 
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