2021

斉藤農場 斉藤代表とポリタンカー（北海道阿寒郡鶴居村）
釧路湿原のすぐ傍、特別天然記念物タンチョウヅルの繁殖地である鶴居村。
同牧場は、村の豊かな自然と"生物資源循環型の酪農業"で共生している。
家畜スラリーの高度利用によりつくられた液肥をBAUERポリタンカーで圃場に
還元し、土づくりと自給飼料作物の収量安定に役立てている。
さらに、BBPも導入し分離固形物からも高品質な敷料を製造、家畜排泄物を
余すことなく活用することで高収益経営を実現している。
(13頁に続く）
Mr. Saito, See page 13.

2000 年秋の早朝
ドイツ・ハノーバー市郊外にて撮影
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遅れてきた日本の夜明け

2020年は新型コロナウイルスのパン
デミックで始まり、一変した世界の人々の

欧州に多く見られる地域のバイオマス
温水プラントは木質エネルギーを最大効

環境向上と合わせ経済拡大を図るとし

率に利用できる利点を有し木質燃料の

ている。

配給網も整備されている。木質バイオマ

生活は今なお続いている。
行動の制限を

スの温水熱は特別の技術開発を伴わな

受忍しこの疫病との戦いに世界の人々が

日本では化石燃料による発電が77％

一致団結して対応しなければ、これを

（2018年）その内石炭が32％を占めて

このように温水を拡大利用するため

征服出来ないことを明白に知らしめた。

おり、再生可能エネルギーについては増

には、温水管などのインフラの整備も必

加しているものの17％でしかない。
2015年に採択された国際気象変動

い利用が可能である。

要となってくる。小 型バイオマスボイ

本来、国の根幹に関わる環境やエネ

ラーの個別住宅、事業所、公共建築物な

抑制協定（パリ協定）の実行に関し本年、

ルギー政策の実行には政府の強力な誘

どへの積極的設置と木質チップ燃料の

各国はその具体的計画を宣言。EUはも

導施策が必要であると共に官民一体し

配給ネットワークの確立を推進すること

とより温室効果ガス最大の排出国であ

て推進しなければならない。昨年秋に菅

が地域の経済の発展と環境社会の増進

る中国まで世界の主要国はその排出を

総理大臣は遅ればせながら2050年に

にも役立つことになる。

概ね2050年までの実質ゼロを目指すと

温暖化ガス排出をゼロにすると宣言し

し、
それぞれの具体策を発表した。

たが2030年までの電源計画では再生

トランプにより分断された世界と米国

可能エネルギーの比率が22〜24％にと

だが、新しい政権の誕生により遠からず

どまり依然として大半は化石燃料に依存

米国はこのパリ協定に復帰するだろう。

している。

1995年、COP1が開催されてから25年を

2030年の電源構成は現在見直しに

経て世界はこの問題の共有から本格的

着手されており、風力等自然エネルギー

施策の実行に向け団結して取り組みを

やバイオマスエネルギーの比率が一層

開始する。化石エネルギーから脱却し自

高まることになるだろう。政府は民間と

然、再生可能エネルギーへの転換、そし

共にこの目的を達成する為99兆円を投

て水素や電気を駆動力とする自動車、船

資するとしている。

舶、航空機の技術開発等々。21世紀社会
のエネルギー革命が一斉に始まった。

先行する欧州
遅れて追う日本

Green World 2021

脱炭素社会へ

After COP21, it comes into stage of the actual
activities with the international commitments
announced by the major powers in the word.
Behind world stream on the prevention for
global warming gases, prime minister of Japan,
Mr. Suga, ﬁnally made his statement on
October 2020 that no such gases will be
produced from Japan in 2050.
To do so, Japanese government puts JPY 100
Trillion into concerned industries to create
“a hydrogen-based society” to gear up for the age
with Natural and Renewable energies as well.
FIT 認定木質バイオマス発電所 ( 全国 )

木質バイオマスのこれから

以降導入、導入、認定による区分 (2020 年 3 月末現在 )

当社の事業関連領域でもある木質バ
イオマス発電所はFIT制度により順調に
拡大（右図参照）
しているが膨大な森林

世界で最初に石炭火力発電を全廃し
たのはスウェーデン、そして昨年終了さ

のエネルギー賦存量と成長量からみて
もまだ拡大の余地は大きい。

せたオーストリアである。欧州の主要国

この施設における燃料木質材は主に

の発電量は押しなべて再生可能エネル

発電用途に消費され、発生する大量の

ギー（自然エネルギーとバイオマス）で

温水エネルギーの有効利用が未だ不十

の発電構成は50％を超えておりデン

分であることはよく知られている。

マークでは84％にも達する。
EU ではこの排出ゼロのためこの分野
に220兆円のグリーン投資を行い地球

このエネルギーを周辺地域で利用する
ため、発電所施設の立地検討が今まで以
上に求められてくるであろう。

( 一社 ) 日本木質バイオマスエネルギー協会より引用

オーストリア西部のイルドニング (Irdning) 町。
他の町村と同様に同町でも木質燃料を使ったバイオマス熱センターが設置されており、各家庭や事務所への温水供給が行われている。
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投資 効果を高める
CRAMBO ＋ MULTISTAR のコンビネーション

CRAMBO5000 + MULTISTAR ONE
Picture: a site in Shimane, Japan

破砕・選別プラントが移動式機材で構築可能になります。
木質バイオマスの利用が全国的に拡大

そこで、マルチスターOneによる選別工

している今日、改めて国産材の有効利用が

程を加えると、大きめの材料はクランボー

強く求められています。それも間伐幹材だ

に自動還流され再破砕、燃料サイズのみを

けでなく、樹冠部から根元まで、伐採された

取り出すシステムができあがります。

すべての部位の有効活用です。
従来型機材ではコストと生産効率の面

この組み合わせは、一次破砕機で粗破

で歓迎されなかった枝葉や根株を安定的

砕したものを二次破砕機で細かくするより

に処理するため、汎用木質破砕機『クラン

も投資およびランニングコストが抑えられ

ボー』
とスタースクリーン『マルチスター』

ます。
また、二次破砕機を使う場合でも選

のコンビネーションが続々と導入されてい

別機を必要とするケースが多いことから、

ます。特に還流コンベアを装備した2分別

最低限の機材で完結する利点もあります。

O

B
AM

CR

式のマルチスターOneとの組み合わせで
は、移動式機材のみで柔軟なプラントが構

この粗破砕と高精度の選別のコンビネー

築可能となります。

ションにより、難しい大型材でも低コストに

動還流︶
粗粒︵自

燃料化を実現します。
クランボーは、低速破砕機特有の異物
耐性と２本の破砕軸が生み出す各種原料
への確実な咬み込みで、切削機が苦手と

製品 （

適正サ
イズ）

する根曲がり材、端材、伐根、林地残材等も
安定的に破砕可能です。
しかしながら当然、
一次破砕機であるため、加工された木材の
中には燃料サイズのものもあれば、規格に
適さない大きなものが混在しています。
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Biomass

New Electric Version
木質バイオマス燃料製造

廃棄物処理・リサイクル

NEW

E-mobile
クランボー、
ターミネーターに電動仕様の
フック式、
トレーラー牽引式が新登場
移動可能な電動モデル《E-MOBILE》は、モータ
ーだけでなく受・配電盤や油圧ユニットまです
べてをワンボディーに内蔵した、まさにプラグ
インオペレーションマシンです。
E-MOBILE型の場合、エンジンタイプでは必須
だったエアクリーナーやエンジンオイル交換を
はじめとするメンテナンスコストも最大50％削
減可能。
さらに電動機はエネルギー変換効率も高く、軽油と比較し概ね70％※前後のコスト削
減が見込めます。(※軽油価格および電力価格により変動)
CRAMBO E-mobile

TERMINATOR E-mobile

-

2200(132kW)

-

3400(160kW)

3400(160kW)

3400S(160kW)

5000(200kW)

5000(200kW)

5000S(200kW)

【選別機】木質バイオマス燃料製造／堆肥製造／廃棄物処理リサイクル

CRAMBO

3400

5000

6000

エンジン

C9.3

C13

C18

出力

242kW

328kW

447kW

ドラム回転数

~32rpm

~32rpm

~41rpm

最大処理能力

~45t/h

~60t/h ~100t/h

ドラム回転数

~18rpm

~23rpm

~29rpm

2速

~28rpm

~34rpm

~44rpm

最大処理能力

~55t/h

~80t/h ~120t/h

油圧駆動型

ダイレクト駆動型

マルチスターS3

マルチスターL3

3分別スタースクリーン

3分別スタースクリーン

マルチスターSE

ストーンフェックス

電動定置式スタースクリーン

除石機(26kW)

MULTISTAR ONE
必要電力容量

25kW(400V)

ホッパー標準容積

2.5m3

スクリーン面積

7m2

最大処理能力

200m3/h
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New Products

木質バイオマス燃料製造のプロフェッショナル
アクスター

第二世代AXTOR6210 発売開始
木質バイオマス燃料製造

全国の木質バイオマス燃料製造の現場
で、未利用材、一般材、
リサイクル材の全て
に幅広く適応できる切削/破砕機として

定評ある破砕ドラムはそのままに、
スク
リーン面積を広げ処理能力を向上、幅広い
素材に適応する余裕サイズの投入開口幅
アクスターシリーズが広く利用されています。 と大容量の処理能力で高いパフォーマン
その中心モデルであり、2014年以来の
スを発揮します。
トップセラーモデル6010型が第Ⅱ世代に
新デザインでは、
エンジンマウントの配置
進化しました。
を変えることで、投入高を約500mm低くし
作業性を高めました。

広い供給部、大きな開口部

先端ツールの交換が可能な破砕ドラム

最新のCAT®製エンジンを搭載、先行発
売された4510型(340kW)に続き、
よりパワフ
ルな6210型(430kW)が本年春に本格発売を
開始します。
Axtor4510

CAT®C9.3B
342kW(462HP)

最大加工能力
~240m³/h

Axtor6210

CAT®C13B
430kW(585HP)

最大加工能力
~310m³/h

面積アップした内蔵スクリーン

定評のメンテナンス性

【選別機】木質バイオマス燃料製造／堆肥製造／廃棄物処理リサイクル

トップスクリーン
ドラム式選別機
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バリスター

ウィンドスター

金属分離機 メタルフェックス

比重選別機

風選機

金属分離機（渦電流選別機）

Biomass

New Products

バイオマスプロセッサーBA615D
中型クローラーモデルが国内向けに本格発売
木質バイオマス燃料製造

バイオマス燃料、堆肥原料の製造に、BAシリーズ
間伐材、林地残材の燃料加工だけでなく
バークや刈り草の堆肥化前処理に最適な
バイオマスプロセッサー、固定ナイフに加え、
フリースイングナイフ、フリースイングハン
マーの3タイプの破砕ツールで目的に合わ
せた加工が可能。
本年ラインナップに加わった小型615Dモ
デルと超大型965DXL、
さらに電動615E/725E
には移動可能なE-MOBILE仕様も追加。

《ディーゼルエンジン牽引 / クローラー自走》
CAT® C7.1
最大加工能力
BA615D
225kw(306HP)
~180m³/h
®

BA965DXL

CAT C18
571kw(776HP)

最大加工能力
~350m³/h

《電動定置 /E-MOBILE》
400V 90~132kW 最大加工能力
BA615E
モーター
~180m³/h
BA725E

400V 200~315kW 最大加工能力
モーター
~280m³/h

BA725にもE-mobile 追加設定
中型バイオマスプロセッサー725シリーズ
（400V200〜315kW電動機登載）
にも電動
移動式モデルが追加。
電動機材のランニングコストと、移動可
能な牽引式仕様の使い勝手の両立で堆
肥原料加工と燃料製造の2ラインの使い
分けにも便利です。

木質バイオマス燃料製造

大型牽引式
MEGA820DL-T(571kW)

均質な切削チップを高効率かつ
低ランニングコストに製造するこ
とで高い評価と実績を誇るウッド
ハッカー・メガシリーズ。
中型から大型まで、用途に合わ
せた各種モデルを幅広くライン
アップ。本年からMEGA820のク
ローラー仕様が追加となります。

クローラー自走式

中型牽引式

トラック搭載式

電動定置式

MEGA 540 / 561 / 820 DL
225 / 354 / 571kW

MEGA 540 / 561DL-T
225 / 354kW

MEGA 540 TR
225kW

MEGA 300/360/561/700 STA
55~450kW
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User Report
旭川

しむかっぷ
帯広
札幌
千歳占冠村

北海道占冠村と木質バイオマスボイラー

函館

占冠保育所

Herz® ﬁrestar 40 x 2 台

北海道のほぼ中心部に位置する占冠村、

村を覆う森林約52,700ha(内、国有林約

アイヌの人々が『シモカプ(とても静かで平

47,600ha、村有林約 2,000ha、民有林約

和な上流の場所)』
と名付けた山里である。

3,100ha)もの豊富な森林資源に着目した。

村で生産された木材をふんだんに使用した建屋

てする拠点として重要な役割を担っている。
木質バイオマスボイラーの導入先である

高峻な山岳に囲まれ、
トマム地区には豊か

村の基幹産業のひとつである林業・林

保育所では、年間を通して熱供給が必要と

な自然を生かしたリゾートがあり、
絶景の雲

産業の生産体制や仕組みを見直し、産業・

なるため、地域内でエネルギー事業者の育

海は国内外に広く知れ渡っている。
夏はロッ

雇 用・暮らしに 好 循 環をもたらすことが

成や、公務補の採用など雇用が創出され

ククライミングやラフティング、
冬はウインター

狙いである。

た。
また、使用する薪の原料は、村有林を主

スポーツやアイスビレッジ等、
都会では決して

具体的には、森林の更新・木材の利用

体に調達し、地元の林業事業体から占冠

味わえない美しい自然の中で、
季節折々の

促 進 のた め 公 共 施 設 の 木 造 化 、薪ボイ

村木質バイオマス生産組合へ供給され、同

アクティビティを楽しめる。
札幌、
旭川、
帯広等

ラーの導入や薪生産・販売に係る村民へ

組合により製造されている。

からのアクセスも良好な観光エリアだ。

の助成等の取り組みが挙げられる。

特 産 品 は 、メロン、メープルシロップ、

特に薪の活用で木材の付加価値を向上

占冠村では、
この「占冠保育所」
を積極

山菜、鹿肉、ゆり根等で、農業・畜産酪農も

させ、化石燃料から木質バイオマスという

的に公開し、村の強みである森林資源を

盛んである。

地産地消のエネルギーへの転換と地域経

『木質バイオマスエネルギー』
として有効活

済構築が期待されている。
総面積(約57,141ha)は東京23区とほぼ
同じだが、
その92%以上を森林が占めており、

用する持続可能な村づくりへの取り組みを
発信している。

森のエネルギーとともに人々を育む

現人口は1,200人程。1960年の4,705人を
ピークに減少、高速道路整備やリゾート地

2020年1月、中央地区の占冠保育所の

区開発等の公共事業で1990年には盛り返

建て替えに あたり、He r z 製 薪ボイラー

すも、特需が収まると再び深刻な減少傾向

firestar(40kW)が2台導入され、4月から

となっている。
この美しい村の存続のため

新たな保育所とともに運用が開始された。

には、
村外の財源に頼らない自立した地場

村内には、人口の集中する中央地区と

産業の創出と活性化が急務である。

木質バイオマスに見出す村の活路
そこで同村が現在推し進めているのが、
『木質バイオマス』による地域創生。
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トマム地区の２つに村の保育所が設けられ
ている。同施設は子どもたちがのびのびと
育つ場所であると同時に、育児相談や保
護者の交流の場でもあり、村の全家庭が
孤立することなく地域と一体となって子育

6ඁංආඎൺඉඉඎ9ංඅඅൺൾ+ඈൺංൽඈ
Approx.1200 people live in this village
surronded by more than 52,700 ha
of forest.In January 2020, two Herz
firewood boilers, the firestar 40, were
installed in the village’s nursery.
Through this facility for children,
the village is disseminating their efforts
on woody biomass.

木質バイオマス熱利用

Biomass

New Products

Herz®ボイラーをコンテナにまとめた
ヒーティングユニットが新登場

NEW

New development "Herz Biomass Heating Unit"
ボイラー・熱交換器・貯湯タンク等一式をコンパクトな
20ftコンテナにまとめたユニットシステムが、2020年夏に
完成。秋には北海道7カ所、宮城県仙台市等を巡り関係者
向けに展示ツアーを実施。
強い関心が寄せられました。
同ユニットは、予め弊社工場で組み上げられた状態で
納入されるため、大型運搬車両からクレーンで設置し、
外部施設への配管と接続すれば、短工期で運転開始で
きます。また、オプションで垂直投入装置、チップ庫コン
テナ等も用意。使用する施設の規模、立地条件に合わせ
てカスタマイズ可能です。お問い合わせください。

Herz® Biomass Boilers Lineup

ﬁrestar

pelletﬁre

pelletstar

ﬁrematic

BioFire

薪ボイラー
出力20~40kW

薪・ペレット両用ボイラー
出力20/30/40kW

ペレットボイラー
出力10~60kW

チップ・ペレットボイラー
出力20~500kW

チップ・ペレットボイラー
出力500~1500kW

Forefront of Forestry Machinery

納入が続くMM タワーヤーダー
2016年の発売以来、墺・MM-Forsttechnik社製3線式タワー
ヤーダー
『ファルコン』
シリーズの日本各地への導入が続いている。
同機が選ばれる一番の理由は、安全性にこだわった設計である。
1962年、墺国最大の民有林所有者であるMM社自ら使用するた
めに初号機を開発して以来、常に現場の声を取り入れ改良を重ね、
全自動制御方式を完成させた。
我が国では、戦後に植林された多くの山々が主伐期を迎える今、
木質バイオマス発電の拡大と共に木材の需要も高まっている。

林業機械

一方、国内には急峻で林道の整備が行き届いていない現場も
多く、次世代の担い手不足による従来の架線集材技術の継承等
の課題も山積している。
同機は、
スイングヤーダーやハーベスタ等の従来の車両系が
不得意とする現場においても、
スピーディーな効率作業を実現。
高度な自動制御と安全機構は、作業者の安全と負担軽減を第一
とする仕様であり、
これからの人材育成にも大きく貢献する。
導入先からは「安全な最先端の集材システムを導入することは、
若い担い手と将来への投資である」と高い評価が寄せられている。

岩手県内の皆伐現場で稼働するワンダーファルコン 3t モデル
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TOPTURN X4500
Saga

Fukuoka

Oita

Nagasaki
Kumamoto

Miyazaki
Kyushu

鹿児島県

枕崎市

Kagoshima

Makurazaki

東シナ海

LOCATION

East China Sea

屋久島

九
種子島

ミクストロン

肥育への情熱と規模拡大を
支える資源循環型経営
有限会社 宮路畜産センター
代表取締役 宮路 孝蔵 様

農林水産業が盛んな鹿児島県は、
農業産出額では北海道に次ぐ2位、
その内約6割を畜産が占め、
和牛・豚においては飼養頭数が全国1位を誇る畜産大国である。
東シナ海を臨む薩摩半島南西部の枕崎市は、
カツオ等の漁業で知られる一方、
畑作・酪農畜産も
盛んだ。今回は当地で黒毛和牛の肥育を営む有限会社宮路畜産センターを訪ねた。
当社とは実に25年来のご愛顧をいただいている生物資源循環型の大規模牧場である。

その牛たちを前に「血統だけでなく、餌や
管理でまったく違う牛になる。育てる楽しさや

同社は、現在約2,200頭の黒毛和牛を育て、
オリジナルブランド
「宮路牛」
を大阪、姫路、名
古屋を中心に県内も含め毎月100頭以上を
出荷、肥育と堆肥製造を手がけられている。

一頭一頭愛情をこめて、安全かつ
安心な美味しい黒毛和牛を生産
最もこだわりを持っているのが飼料給餌。

社長からは一頭一頭にかける愛情と肥育へ
の熱意を感じさせられた。
このたゆまぬ努力と工夫が肉質にも反映

ベースの配合飼料は、業者へ独自配合を指

され、大阪市場でのコンテストでは2年連続

定、飼料調整には、当社のTMRミキサー『ミク

最優秀賞を勝ち取っている。

礎は、1966年に祖父の栄蔵氏がこの地で酪

ストロン』3台が活躍。粗飼料・栄養剤の配合

農と養豚業を開業、その後1997年に父・孝

比率は、牛の月齢や気候に合わせて考えられ

現会長が前身である
「㈲宮路堆肥センター」

ている。

を設立、堆肥の製造販売と黒毛和牛の肥育
をはじめ現在の規模に至るまでを築いた。
幼少から家業である畜産に慣れ親しんで
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やりがいを日々実感しています」
と話す宮路

現在の宮路孝蔵社長は若手の2代目。
その

和牛肥育と堆肥製造の 2 本柱
同社の安定経営を支えるもうひとつの柱

また、13棟の畜舎環境にも細かな配慮が
行き届いており、
『肉用牛として短い一生だ

が特殊肥料(堆肥)「 大地の恵み」の製造だ。
自社の牛ふん60％に親族の経営する養豚場

いた孝蔵社長は、大学で畜産だけでなく加工

からこそ心を込めて育てていく』社長のポリ

からの豚ふん40％、敷料からの木質をベー

についても学び2008年の卒業と同時に23

シーが活かされた全長100m程の大きな牛

スに敷地内の堆肥化施設で製品化、
さらに自

歳で就農および㈱宮路K畜産を起業、2015

舎には換気送風機が完備され涼しく、牛床に

動ラインでの袋詰めや散布まで行っている。

年に31歳の若さで㈲宮路畜産センターの代

は十分なオガ粉が敷かれており、横臥する牛

安価で良質な堆肥が買えるとあって販売待

表取締役に就任した。

たちの姿はまさに快適そのもの。

ちになるほど好評のようだ。

州

Kyushu

Agriculture

New Products
コンポスト製造

0ංඒൺඃං)ൺඋආ/ඍൽ .ൺඈඌඁංආൺ
Mr. Miyaji, owner and President, is professional in the cattle fattening and also
produce well quality of compost.
His farm raises more than 2,200 number of
Japanese black cattle (Wagyu).
In November 2020, Topturn 3500G, which
has contributed to their farm management
since 2005, replaced to the latest model
of X4500.
This sophisticated new Topturn will make an
energetic work in his expanded farm area.

Topturn X6000
自走式堆肥攪拌機
310kW

新Topturn Xシリーズに、パイル形成幅6mの大型モデルX6000型が追加
新デザインと共にグレードアップしたX4500型、X5000型に続き、X63型の後継となる
X6000型も新ラインで登場しました。310kWのエンジン出力を備え、最大で幅6m、高さ
2.6mのコンポストパイルを素早く形成できます。
頑丈なフレーム、強力な油圧装置、大きなドラムを備えたTopturn Xは、
スピーディーで
パワフルな作業を実現します。
Xシリーズの特長であるリフティング機能を備えた快適な
キャビンと、油圧で折りたためる広々としたメンテナンスプラットフォームは日々の作業
をより効率的にグレードアップします。

この部門で長年活躍しているのが当社の自

(関連製品) 堆肥製造・圃場還元

走式堆肥攪拌機『トップターン』
である。
積み上げた堆肥パイル上を走行しながら攪
拌、積み上げることで間伱が多く、通気性に優
れた“エアロビックパイル”を高速連続形成する。
これにより、
より効率的な好気性分解を促すこ
とができ早期の良質な堆肥作りを支えている。
「トップターンは、手が空いた人がいつでもサッ
と一度にまとめて切り返すことができます。他に

Bio-Chopper mixer

Compturn RT3000

マニュアスプレッダー

堆肥原料の前処理調整機

自走式堆肥攪拌機(129kW)

堆肥散布機

こういった機械はないですね(社長談)」
2005年に導入いただいた初代トップターン
3500Gは15年活躍し、
この度、孝蔵社長の代で
事業拡大に向け最新のX4500型に更新された。

TMRミキサー

ご要望に応えてフィードボーイが進化して復活

「敷地内には、豚ふんと合わせたものをロータ

NEW

お客様のご要望により新設計の

リースクリューで24時間攪拌している施設もあ

Feed boy FB30型(3m3)が再登場。

りますが、そちらは潮風と発生ガスで施設その

31馬力のガソリンエンジン、
コン

ものも傷んでしまう。けれどトップターンを使用

パクトかつ小回りが効く設計で運

する施設では傷みが少ない。
自動撹拌機を取り

転も楽々。大型フィーダーでは不

付ける費用、施設の寿命を含めて考えてもトッ

得意の少量個別給餌にも役立ち

プターンの利用で設備投資額を抑えることが出

ます。

来ました(社長談)」
新型X4500では、整備性や操縦性が格段に
進化しており前任機以上にご愛用いただけるこ
とだろう。
今後の展望について「隣の知覧市に同規模

小型自走式(3輪)

中型自走式(4輪)

大型自走式(4輪)

トラクター牽引式

定置式(電動/エンジン)

竪型シリーズ各種

7~11m3

11~17m3

15~27m3

の第二牧場の用地を購入しています。仔牛価格
や肉業界が落ち着いたらさらに増頭していく予
定です。
『宮路牛』のブランド確立、堆肥の商品
開発、
さらにゆくゆくは種付けから仔牛の出産、
育成、出荷まで担う一貫経営も目指したいです」
と語る宮路社長の熱意が印象的だった。

5~33m3

5~33m3 / 15~33m3

9~45m3
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牧場経営者の皆様への紙上セミナー

導入前

予備知識

❶ BBP
（
・
・
） 家畜
固形分
液分 分離 、固形分 易分解物質 微生物 働
病原菌 不活
性化
共 含水率 低下
、
敷料 相応
未分解 中、
難分解物質
（主 繊維質） 敷料
取 出 装置
。
急速堆肥化装置
。
❷ 導入前

本装置 設置場所、
仕上
敷料 保管
、原料
、
分離液
、
電源位置、
容量等 確認

。
❸ BBP

型式選定
表示
対応
頭数 気象条件、
性状、
運転方法
変動要因 最適状態
前提
基
。従
BBP400 場合 400ｘ0.7=280頭 上限
選定上 目安
。特 将来 増頭 計画
場
合
消化液
（易分解性有機物
少
） 利用
時 十分余裕 持
型式選定 必要
。

〜その２〜

❹ 原料

微生物 種類 多
、活発 活動
新鮮
必要
。長年
貯留槽 滞留
当機
性能 十分発揮
。
運転開始 当
古
新鮮
入 替
、
新鮮
十分追加
等 十分攪拌
大切
。BBP
投入用
上記
等
適正 選定 Bauer
選 頂
。

前号 『解説！BBP〜入門編〜』 、BBP 構造 原理、
病原性微生物 不活化温度
簡単 解説
。
BBP
投資 敷料費 削減
、牛 健康維持
長年役立
。今回 一度、理論
離
BBP 導入 仕
方 上手 使用
基本 解説
。

❺ 出来上
敷料 出来
早 牛床 利用 、状況 合
週
１〜２回程度入 替
望
。敷料 古
再発酵
病原性微生物 再活性化
得
適時
微生物 存在
大切
。

併

今回 当機 導入
当社 担当者 、計画
要望
応

、続々導入
。

ＢＢＰ400

皆様

紹介

使用上 必要 最小限 要点 解説
皆様
導入 際
多
。 問 合
。

質問

BBPのユーザー様
2020年5月、BBP400型国内初号機が道東 中標津町の㈱櫻井牧場に納入された。
冷涼なこの地域に戦後開拓から3代目の規生社長は経営者として規模拡大にも積極的
な気鋭の若手経営者であると同時に、牛たちへの愛情も惜しみなく、各種の受賞歴も有さ
れている。到着するなり敷地内のきれいさに圧倒された。統一されたデザインの牛舎と関
連施設、美しく整備された周辺緑地、細部まで気配りされる社長の人柄を感じとれた。
しかし同氏にも悩みがあった、ふん尿処理と、敷料コストである。特に敷料は遠く離れた
地域からのモミガラや輸入おが粉の購入等で年間300万円近い出費であった。
そこで両問題を解決すべく調査検討、畜ふんから自前の敷料を製造することに決め、
複数システムと検討した後、セパレーターに定評のあるBAUER-FAN製BBPを選択された。
BBP敷料は、
従来の敷料と比べて、
「吸湿性が良く通路が乾いているので蹄に汚れが少なく
なった」
「敷きこみ回数もそれまでの2回から1回に減った」そして何より
「横臥時間も増え、
牛がリラックスして寝ているように感じる」
と牛に優しい敷料との高評価をいただいている。
導入以来、乳房炎の発生もなく順調に稼働しており現在では敷料は全てBBP400からの
自前となり、ふん尿の有効利用により経営コストの大幅な削減となっている。
The third generation of Sakurai farm is much
aggressive in his management.
The first unit of BBP400 has been installed
in the last early spring at his clean
farm area and it gives him full
satisfaction more than
his expectation.

株式会社 櫻井牧場

Sakurai Farm Co., Ltd.

北海道標津郡中標津町
代
飼
草

表
養

櫻井 規生 様
搾乳牛 200 頭
（乾乳・育成含め 全450頭）
地 90ha
Location: Nakashibetsu town, Hokkaido
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BBPのユーザー様

斉藤農場

Saito Farm

北海道阿寒郡鶴居村
代
飼

表
養

草

地

Location: Tsurui town, Hokkaido

斉藤 和弘 様
搾乳牛 140頭
(乾乳・育成 含め乳牛280頭)
繁殖和牛30頭(黒毛和牛)
115ha デントコーン16ha

地下のスラリーピットから連動するポンプで組み上げ、
BBP内セパレーターで固液分離、固形分はBBPで昇
温処理され、
排出コンベアから敷料舎へ送られる。
液分は対面のスラリーサイロへ、曝気調整された後、
液肥としてスラリータンカーに積載、圃場に還元され
ている。家畜排泄物の高度な循環利用により自給飼
料の収量アップと敷料コストの削減を実現。
「BBPに"持続可能な酪農"の未来を感じた」
と話された。

Why Mr. Saito decided to install BBP. He says, it made him a feeling on something
farming ways in the future.（See cover page. He also owns a Bauer Tanker）

BBPのユーザー様

Location: Nakashibetsu town, Hokkaido
大正6年からこの地で酪農業を営む同社は、
町内で最も歴史ある牧場のひとつである。
北海道標津郡中標津町
粗飼料は全て自給、
スラリーの液肥利用で収
量を高め、餌づくりにもこだわっている。
代 表 鷲見 健 様
もともと、FANセパレーターの長年のユー
飼 養 搾乳牛 200頭
ザーで、絞った固形分は育成牛の敷料に利用さ
(乾乳・育成・和牛 含め全500頭)
草 地 160ha
れていたが、近年の麦稈・おが粉等 敷料価格
高騰をきっかけに3年程前から、搾乳牛用の敷
Sumi farm is one of historic farm around west Hokkaido 料にもスラリーを利用する検討をはじめた。
since one Century ago and a long years “fan” of FAN
まず、大前提として乳房炎等のリスクの低い
separator. With BBP he looks to reduce the buying cost
安全な敷料であることは絶対条件だ。かつ製造
of bedding materials from approx. USD 60,000 per year.

有限会社 鷲見牧場 Sumi Farm Ltd.

にかける時間や労力は最小限にしたい。
これら
の条件と照らし、様々なシステムを比較検討の
結果、BBP400が選定された。決め手は、やはり
3台続けて愛用してきたFANセパレーターの性
能であった。
2020年６月に導入の同機は牛舎と敷料舎
の間に直線上に並び、敷き込み作業までスムー
ズな動線となっている。
これまでは外部からの敷料購入に年間500〜
600万円の費用がかかっていたが、BBPの導入
で大幅な費用削減を計画している。
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家畜スラリー調整・利用

の長年の実績に培われた家畜スラリーの高度利用システム機器

バキュームタンカー

コンビタンカー

ポンプタンカー

ポリタンカー

5,200~18,170L

4,000~13,700L

5,300~18,170L

6,000~26,000L

水中
スラリーポンプ

陸上スラリーポンプ

竪型スラリーポンプ

高濃度スラリー用
高圧ローターポンプ

水中スラリーミキサー

スラリーミキサー(電動)

工業用固液分離・汚水処理

FAN工業用固液分離機
食品工場の排水処理や汚水処理等で
高いパフォーマンスを発揮します。
用途に合致した各種のモデルを用意しております。
お問い合わせください。
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スラリーミキサー
(PTO)

固液分離機プレスター

AGM Prosucts Lineup

畑地かんがい・散水

日本の畑地を潤して50年。進化したモデルを提供し続けています。

自走式 SP型

牽引式

高性能散水機レインスター
パイプ長 : 220~650m

小型高性能散水機スマートレイン

ファモスポンプ

エンジン・ファモスポンプユニット

パイプ長：115~170m

牽引式／可搬定置式

傾斜地・緑地管理

テラトラック

コンビカット

バーチドレン

スピードシード／バーチシード

傾斜地用多目的トラクター

ハンドモア

芝地更新作業機

播種機械
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Infomation
2021
新型コロナウィルス(COVID-19)の
影 響 により、ご 来 社 やお 客 様 へ の
ご訪問について今しばらくご不便を
お掛け致しますが、2021年もよろし
くお願い申し上げます。

新十勝営業所(仮称)
21年秋完成予定

北海道十勝
道東地域 顧客
拡大
、帯広市 拠点 帯広市 拠
点 西19条北 移転
計画 進
。移転先 敷地面積 約2.1ha、工場・部品棟
備
2階建 事務所棟約700m2 、
2021年秋完成予定
。
約1,000m2
Our new premises in Hokkaido, Obihiro city, is now under planning expected the completion
in this Autumn.
Total land surface: 21,000m2 Workshop/Warehouse: 1,000m2 Office/Seminar hall: 700m2

問 合

電話番号

案内

本社代表電話 自動音声
部署直通回線
案内
。
When calling us, +81-42-762-1021, please push number 4 after the
automatic voice guidance.

・部品

事務所拡張

体制強化・人員拡大 伴 、
本社
事務所 拡張
。
Expanded space and strengthened numbers of staff - [Customer Center] at Ryokusan
Sagamihara. Technical advices, Dispatch service engineers, spare parts delivery and
everything for customer support.

2021Event & Exhibition Infomation

展示会参加予定

☎ 042(762)1021 → ❶

部品の注文・お問い合わせ
➡部品センター

☎ 042(762)1021 → ❷
☎ 042(762)1577 [ 直通 ]

修理・保守ザービスについて
➡カスタマーセンター

☎ 042(762)1021 → ❸
☎ 042(762)1577 [ 直通 ]

その他のお問い合わせ
➡採用・総務・経理・広報 他

☎ 042(762)1021 → ❹

採用・総務宛て

☎ 042(785)2522 [ 直通 ]

Calling to Overseas Dept.

☎ +81-42(785)2740

2021 Our Holidays Information
● 冬季休業

● 北海道ミニ林業機械展示・実演会 in 釧路
1月29日(金)

製品のお問い合わせ
➡営業部門

2020年12月30日(水)

釧路市阿寒町内

● 2021NEW環境展 東京
3月17日（水）
〜19日（金） 3日間

~ 2021年1月4日(月)

6 日間

2021 New year holidays: 30th Dec. - 4th Jan.

29th January, Forestry Machinery Show in Kushiro, Hokkaido

● 春季休業
2021年5月1日(土)

東京ビッグサイト 西展示場

17th - 19th March, New Environmental Exposition(N-EXPO) 2021 at Tokyo Big sight

● 2021 森林・林業・環境機械展示実演会 北海道苫小牧市
10月10日（日）
,11日（月） 2日間 北海道苫小牧市

~ 5月9日(日)

9 日間

Spring holidays: 1st Apr - 9th May.

● 夏季休業
2021年8月7 日(土)

10th - 11th October, 2021 Forestry Machinery Show in Tomakomai, Hokkaido

~ 8月15 日(日)

9 日間

Summer holidays: 7th - 15th Aug.

● バイオマスセミナー／ BBP セミナー 緑産㈱セミナーホール
日程未定 神奈川県相模原市緑産㈱本社

● 冬季休業
2021年12月30日(木)

Biomass or BBP seminar at Ryokusan seminar hall in Kanagawa (TBD)

~ 2022年1月4日(火)

6 日間

2022 New year holidays: 30th Dec.- 4th Jan

※日程・開催場所 等は変更される場合があります。 詳細は追って弊社 Web サイトにてご案内いたします。

誠に勝手ながら、 上記の通り休業を予定しております。
期間中はご不便をお掛け致しますが、 何卒よろしくお願い致します。

東北海道営業所
kitami@ryokusan.co.jp

十勝営業所
tokachi@ryokusan.co.jp

本社
fgw@ryokusan.co.jp

カスタマーセンター
c.ctr@ryokusan.co.jp

北海道支社
ebetsu@ryokusan.co.jp

〒 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 3334
☎ 042 ( 762 ) 1021 FAX. 042 ( 762 ) 1531

東北営業所

〒 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 3334
☎ 042 ( 762 ) 1577 FAX. 042 ( 762 ) 1576

北関東営業所

〒 067-0026 北海道江別市豊幌花園町 1 番 2
☎ 011 ( 381 ) 6711 FAX. 011 ( 381 ) 6722

九州営業所

morioka@ryokusan.co.jp

tochigi@ryokusan.co.jp

kumamoto@ryokusan.co.jp

〒 099-1583 北海道北見市北上 785 番地 5
☎ 0157 ( 66 ) 7122 FAX. 0157 ( 66 ) 7121
〒 080-0027 北海道帯広市西十七条南 4 丁目 21-11
☎ 0155 ( 38 ) 2756 FAX. 0155 ( 35 ) 2757
〒 020-0833 岩手県盛岡市西見前 12 地割 19-2
☎ 019 ( 681 ) 3577 FAX. 019 ( 681 ) 3588
〒 329-2742 栃木県那須塩原市東赤田 389 番地 28
☎ 0287 ( 47 ) 7066 FAX. 0287 ( 47 ) 7068
〒 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺 6 丁目 45-18
☎ 096 ( 381 ) 7537 FAX. 096 ( 381 ) 7538
編集：緑産㈱広報係

