
～乳牛ふん尿を有効活用する技術の必要性～ 

H24年
乳用牛
飼養頭数

北海道
82万頭
（57％）都府県

63万頭
（43％）

H23年
生乳
生産量

北海道
388万トン
（52％）都府県

360万トン
（48％）

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」 

資料：農林水産省「畜産統計」 

・北海道はわが国の食料基地

として重要な役割を果たしてい

ます。たとえば、北海道の乳用

牛の飼養頭数は全国の50%以

上を占めています。 

・年間1,800万トンの乳牛ふん

尿が排泄されています。 

・乳牛ふん尿を資源として有効

利用する技術は、北海道はも

とより、都府県においても必要

です。 
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メタン発酵設備

ガス貯留設備

発電機設備

堆肥化設備

　受け入れ槽から送られた原料糞尿を、無酸素の状態で嫌気性発
酵します。
　原料糞尿は１日に１回約３時間で所定の量を投入します。
　発酵槽内では中心に設けた上下２段式プロペラ型攪拌機でゆっ
くり攪拌しながら、スカム滞留防止及び内部の均質化を図り、メ
タン発酵を進めます。
　原料加温及び温度保持は、温湯熱交換機による原料直接加温方
式で行います。
　発生したバイオガスは発酵槽上部から、消化液引き抜き時に同
時にガスホルダーに移動します。
　構造はグラスライニング鋼板製縦型円筒形タンクで、日処理量
45.4m3/日、処理日数30日、容量Ｖ＝1,500m3、直径φ＝12.80m、
高さＨ＝14.70mあります。

　発酵槽で発生したバイオガスを貯留します。
　バイオガスは微量の空気を混入（生物脱硫）しながらこのガス
ホルダーに送ります。
　ガスホルダー底部では消化液の常時攪拌により、ホルダー内で
二次的に発生するガスも捕捉し、上部にガスを貯留します。
　構造はグラスライニング鋼製円形縦型構造で、ガス貯留容量約
200m3、直径φ＝11.96m、高さＨ＝8.11mあります。（写真中央タ
ンク）
　また、高温発酵試験に備えて乾式ガスホルダーV＝250m3も併設
しています。（写真右タンク）

　バイオガス専焼式のエンジン・ジェネレーターで、最大発電出
力65kw、電圧210V/台の能力のものを３台設置しています。
　最大時の発電効率28％、熱効率50％（85℃温水）仕様で設計し
ています。
　施設内で必要とされる電気及び熱はこれにより賄います。

　糞尿の固形分を堆肥発酵処理します。
　１日の処理量は3.4m3/日で処理日数90日、幅4.0m、奥行6.0m、
高さ2.0mのBOX型発酵槽６連で、ホイールローダーにより攪拌しま
す。
　降雨、降雪に対してフィルム張りの上屋で保護すると共に、バ
イオガス燃焼エネルギーを利用した底部温風吹き出し方式により
冬期間を含めた通年の堆肥処理を目指しています。
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発電設備 

・ 農村地域のバイオガスプラントは、農家から受け入れた乳牛ふん尿を主原料としてメタン発酵を行い、発生し

たバイオガスを燃料として電気や熱のエネルギーを生産します。寒地土木研究所は、別海町に建設した共同型

バイオガスプラントで実証実験を行い、温室効果ガスの発生量抑制やバイオガスの効率的な生産に関する技術

開発等を行いました。 

メタン発酵設備 

ガス貯留設備 

（スタンチョンストール牛舎） （フリーストール牛舎） 

②必要に応じ固体 

 と液体に分離 

③乳牛ふん尿の 

固体分を堆肥発酵 

堆肥化設備 

残った液体は
有機肥料に使
える！ 

固体の乳牛ふん 液状の乳牛ふん尿 （固体分） 

（液体分） 

■バイオガスプラントを核とした資源循環利用への取組み 

【農村地域のバイオガスプラントの仕組み】 

バイオガス 

（メタン）が
発生！ 

  

乳牛ふん尿 

乳業工場 
水産加工場 

乳製品の 

廃品・残渣 

など 

地域バイオマス 廃品・残渣 共同型バイオガスプラント 

エネルギー化技術 

効率的な搬送 

搬送技術 温暖化原因 

とならない 

エネルギー生産 

・バイオガス 
・電気、熱など 

有機肥料 

の生産 

・液体、固体の 
有機肥料 

畑への投入 

農業技術 

牧草の生産 

農業技術 

研究開発 

農家・農地へ 

自給飼料 

環境保全型農業 
技術の開発・普及 
・有機肥料の適正利用 

温暖化ガスの 
発生量抑制 

・と従来方式の比較で、 
温暖化ガス発生量が減となる 
肥料化技術を確立 

 
バイオガスの 
効率的な生産 

・効率的エネルギー化 
技術の確立 

研究成果 

④バイオガスを貯留 

③地域バイオマスを嫌気性発酵 

⑤バイオガスを燃焼し発電 

乳牛ふん尿を主とする地域バイオマスの資源循環利用への取組み 

～乳牛ふん尿を主原料とするバイオマスプラントの効果～ 

 技術開発：寒地農業基盤研究グループ 

        資源保全チーム  011-841-1754 

国立研究開発法人土木研究所・寒地土木研究所 

〒062-8602 札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号 http://www.ceri.go.jp/  

①乳牛ふん尿、廃乳製 

 品等の地域バイオマス 



■様々な社会的効果を発揮 

・別海町のバイオガスプラントでは、消化液の原料として、乳牛ふん尿

のほかに  乳業メーカーで発生する廃乳製品や水産加工場の残滓等を

受け入れています。 

・地域の産業と連携した取組は、有機質資源の循環による持続的な地

域づくりにも貢献します。 
                             

畜舎周辺の環境向上に寄与 

～消化液の農地還元による資源循環型農業の推進～ 

～牧草の品質・収量アップに貢献～ 

【収量の比較】 【牧草に含まれる粗タンパク量の比較】 

化学肥料の施用に
比べ収量アップ 

化学肥料の施用に 

比べ品質アップ 

・ 消化液は化学肥料

と比較して、牧草の

収量・品質向上の効

果があることがわか

りました。 

牛2,000頭の1日分
のふん尿の消化液
に含まれる肥料分

硫安

過リン酸石灰

硫酸カリ

86袋

12袋

47袋

（窒素）

（リン）

（カリ）

20kg袋詰め化
学肥料に換算

NH3-N

P2O5

K2O

• メタン発酵の残渣である消化液には、窒素、リン酸、カリなどの肥料分が含

まれており、有害物質の含有量は極めて少なく、有機肥料としての循環利用

が可能であることが明らかになりました。 

～農家や畜舎の周辺を良い環境に～ 

・乳牛ふん尿をバイオガスプラントで発酵処理し、その消化液を液肥

として牧草地 に適正散布することにより、畜舎周辺の環境が良くなり、

グリーンツーリズムなど消費者との交流や生活環境の向上につながり

ます。 

                           

～地球環境への貢献／温室効果ガスの発生削減～ 

・ 共同型バイオガスプラントの稼働により、従前に比べ温室効果ガスの発生

が35％（被害金額ベース）削減されることが分かりました。 

～地域の産業との連携による持続的な地域づくり～ 

１日約1,200m3の 

バイオガスを生産し
ています。 

年間約18,000tの消

化液を春～秋に液
肥として牧草地に施
用しています。 

１日約26GJのエネ

ルギーを生産し、主
に施設に必要な熱
や電力として利用し
ています。 

年間約940tの堆肥

を主に草地更新時
の土壌改良材として
利用しています。 

別海のバイオガスプラント
では 

  技術開発：寒地農業基盤研究グループ 

        資源保全チーム  011-841-1754 

国立研究開発法人土木研究所・寒地土木研究所 

〒062-8602 札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号 http://www.ceri.go.jp/  

～乳牛ふん尿を主原料とするバイオマスプラントの効果～ 


