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学校給食・豆腐加工・魚、加工残さおよび籾殻を原料とする
生ごみ堆肥の腐熟度指標の解析*

梅本英之1，2.畑中博英2・森本英嗣2・北田敬宇2・島田義明 2・米林甲陽3
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1 . は じ め に

2001年に施行された「食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律J(食品リサイクル法)が2007年に改

正され，よりいっそう食品廃棄物のリサイクルや減量に

対する取り組みが求められるようになった(農林水産省，

2007). さらに，バイオマス・ニッポン総合戦略(農林水

産省， 2006)のもと，バイオマスタウン構想を公表した自

治体の多くが食品残さの利活用を掲げている(東大総研，

2010). このように，行政，農業者，市民団体，食品関連

事業者，産業廃棄物処理業者等による食品残さリサイクル

に対する取り組み事例が増加しており，今後も食品残さリ

サイクルに対して社会的関心が高まっていくものと考えら

れる.

食品残さリサイクルの推進には，堆肥化による農地還元

が有効な手法であるが，食品残さを原料とする生ごみ堆肥

は製造者や農業者にとって 作物に対する生育障害のリス

クや，施用効果が不明で、ある等の点で未知の資材であり，

利活用するうえでの障壁となっている. このことから，生

ごみ堆肥の品質を確保するための腐熟度判定法の開発と指

標化が求められている.全国食品リサイクル協会 (2003)

では，生ごみ堆肥の品質基準を水分60%以下， pH6.5~ 

9，塩分5%以下，油脂含有率5%以下としている(金田，

2006). また，生ごみ堆肥の腐熟により pHの上昇ととも

に油脂含有率が低下し， pH7~8 以上で生育障害のおそれ

が低くなることから， pHが簡易な品質判定法として有用

であるとされている(古畑， 2005;竹本， 2006). しかし
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生ごみ堆肥は原料の種類や組合せが多様で，低油脂分の原

料が主体であることも想定されることから，他の手法によ

る品質評価も必要と考えられる.

藤原 (2000a)は，生ごみ堆肥に適した腐熟度判定法と

して，幼植物試験法，ポット栽培法，花粉管生長法，円形

ろ紙クロマトグラフィーを挙げている.これらの方法は比

較的簡便で，判定結果を理解しやすい方法といえる.一方，

成分分析や機器による測定値を用いた定量的な腐熟度判

定法としては，酸素消費量(佐藤ら， 2005;柳井， 2005)， 

発熱量(石岡， 2005)が提案されているものの，いまだに

研究事例は少ない.また これら堆肥を利活用する農業生

産現場では，原料が多様で、あることや品質評価のための

成分分析の煩雑さから，外観による判定やpH，電気伝導

率(EC) のような簡易な測定にとどまる場合があり，必

ずしも適切であるとはいえない.さらに，堆肥中のアンモ

ニア態窒素や易分解性有機物 有機酸などが植物の生育を

阻害する要因となることが指摘されている(池田・小山，

2007 ;藤原ら， 2003).堆肥中ではそれらの成分が相互に

作用すると考えられるが，それら多成分の影響を考慮した

腐熟度評価の事例は少ない.

そこで，本研究では，学校給食残さ・豆腐加工残さ(お

から)・魚加工残さを原料とする生ごみ堆肥を対象として

腐熟度指標を解析し，簡便かつ定量的な手法でコマツナ発

芽率を代替し得る指標値を求めた.さらに，加熱乾燥処理

が堆肥の成分や腐熟度指標に及ぼす影響についても検討し

たので報告する.なお，原料の組成は本研究の供試堆肥と

は異なるが，用いた堆肥化手法は加賀市の生ごみ堆肥製造

者において実施されている.

2.材料及び方法

1 )供試堆肥および分析測定項目

2004年には，車両型生ゴミ処理装置(大同工業側)に

学校給食残さ(加賀市内の公立学校由来，野菜くず，米飯，

パン主体)，魚加工残さ(南加賀公設卸売市場由来)，籾

殻を現物でそれぞれ200kg， 100 kg， 100 kgの割合で投入

し混合した後，混合物を網かご状の堆肥化容器(直径95

cm，高さ 100cm，容量約0.7m3) に充てんし堆肥化

した.堆肥化開始時の水分は， 555 g kg-1であった.堆

肥化容器は堆肥舎に静置し適宜加水しながら，容器内で

手作業により切り返しを行った.堆肥化開始後0，11，21，
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33，43，53，64，76，89，102日目に堆肥化容器の中層数カ所

から約2Lの試料を採取し， 500Cの通風乾燥機で加熱乾

燥後，振動ミルで徴粉砕した.堆肥化期間は2004年 5月

下旬~9 月上旬で，試料数は合計 10 点であった. この加

熱乾燥物について pH，電気伝導率 (EC)，全炭素，全窒

素， C/N比とシャーレ発芽試験によるコマツナ発芽率を

調査した.また，希硫酸で抽出される有機態窒素が土壌の

可分解性窒素の指標となることから(藤井ら， 1990;松本

ら， 2000)，これを参考に 0.2molL-l硫酸で抽出される炭

素(抽出性炭素)を易分解性有機物の指標としその減少

が腐熟の進行を現すと考え 腐熟度指標としての有効性を

検討した.

2005年には，腐熟度指標として抽出性炭素と，揮発性

有機酸の有効性を検討した.また，堆肥中のアンモニア態

窒素による生育不良の報告もあることから(池田・小山，

2007 ;藤原ら， 2003)，異なる窒素条件で堆肥化するため

堆肥原料に尿素を添加した.武験区として堆肥原料現物 1

Mg当たり尿素 25kg添加区(以下， 25kg添加区)，同

8kg添加区(以下 8kg添加区)，および無添加区を設

定した.学校給食残さ，魚加工残さ，おから，籾殻を現物

でそれぞれ200kg， 200 kg， 200 kg， 300 kgの割合で投入

し前述の試験区で設定した量の尿素を添加後，車載型処

理機で、混合した.この混合物を前年と同様の堆肥化容器に

充てんし，堆肥化した.堆肥化容器は各試験区につき 3本

作製した.堆肥化開始時の水分は，各試験区とも 560~

580 g kg-1であった.水分保持のため，個別に防水布製

の覆いで被覆し，堆肥化期間中，加水，加温，切り返しは

行わなかった.堆肥化開始後0，14，28，42，63，77日目に，

各試験区とも 3本の堆肥化容器のそれぞれから堆肥を採取

し，半量を現物で，残りを 500

Cで加熱乾燥後，徴粉砕し

て供試した.堆肥化期間は 2005年 5 月上旬~8 月中旬で

あった.堆肥の加熱乾燥物について全炭素，全窒素を測定

し， コマツナによるポット栽培試験を実施した.さらに現

物および、加熱乾燥物について水分， pH，電気伝導度 (EC)，

アンモニア態窒素，硝酸態窒素，抽出性炭素，揮発性有機

酸の測定と，シャーレによるコマツナの発芽試験を行った.

2)分析測定法

全炭素および全窒素は全窒素全炭素測定装置 (NC90A，

住化分析サービス，または]M1000CN，ジェイ・サイエ

ンス・ラボ)で測定した.堆肥の水分は常法(原， 2000a) 

で測定し，以下の分析で添加する水の量を調整した. pH 

およびECは，堆肥に乾物重量比で 10倍量の水を加え，

常法(原， 2000b;原， 2000c) に準じて測定した.アン

モニア態および硝酸態窒素は，常法(郡司掛， 2000a;郡

司掛， 2000b)に準じ 2mol L-1塩化カリウム水溶液で、抽

出して，アンモニア態窒素はインドフェノール青吸光光度

法，硝酸態窒素は亜硝酸態との合量として銅・カドミウム

カラム還元 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法で、測定

し堆肥乾物あたりで表示した.揮発性有機酸の測定は高

橋ら (2003)の方法を改変して次のように行った.上記

の無機態窒素の抽出液25mLをセミミクロ窒素蒸留装置

に採り， 3.6 mol L-l硫酸を 3mL加えて水蒸気蒸留した.

この留出液について，フェノールフタレインを指示薬とし，

0.02 mol L-1水酸化ナトリウムで滴定し，滴下した水酸

化ナトリウム量を堆肥乾物あたりの酢酸当量に換算表示し

た.抽出性炭素は次のように測定した.試料 5~10g に 0.2

molL-1硫酸 100mLを加え，室温で1時間振とう抽出後，

乾燥ろ紙 (ADVANTECNo.6)を通過したろ液について

チューりン法で有機炭素量を測定し，堆肥乾物あたりの炭

素量で、表示した.シャーレ発芽試験によるコマツナ発芽率

の測定には品種「楽天」を用い 藤原 (2000b)に準じて

行った.堆肥に乾物重量比で20倍量の沸騰水を加え， 1 

時間静置後ガーゼでろ過したろ液にコマツナ種子を浸し，

200

C暗黒で3日間静置後の発芽率を測定した.士耕によ

るポット栽培試験(2005年)には堆肥の加熱乾燥物を用い，

土壌に対する堆肥混合量を 30gkg-1乾土とした.この堆

肥の量は，77日目(堆肥化終了時)における無添加区堆

肥の窒素無機化量で約 120mgkg-1乾士に相当する.まず，

無添加区および25kg添加区の堆肥化0，14，28，77日目の

堆肥をそれぞれ土壌に混合後，土壌水分を最大容水量の 60

%に調整した.次いで，これらの調整済み土壌600g (堆

肥としてポット当たり 14g)をノイパウエルポットに充て

んし対照として土壌のみのポットを作製した.これらに

ポット当たり 50粒のコマツナ(品種「楽天J)種子を播種し，

200

Cの恒温室中に設置した幼植物栽培試験装置(さいば

いくん，富士平工業株式会社)に静置し播種後7日目に

発芽率を調査した.さらに，堆肥の腐熟度が発芽個体の生

育に及ぼす影響を観察するため， 10日目にポットあたり

10株に間引きし， 21日日に地上部の生体重を測定した.

4)統計解析

相関係数等の基本的な統計解析には表計算ソフト

EXCEL (マイクロソフト)を用いた.主成分分析およ

び重回帰分析にはR-2.8.1(R Project， http://www.r-

project.org)を用いた.

3.結果及び考察

1 )抽出性炭素による腐熟度指標値の検討

2004年の堆肥は黄褐色を呈し，堆肥化期間の経過とと

もに色調が暗色化する傾向で、あったが，その化は緩やかで，

外観品質による腐熟度の判定は困難であった.

堆肥化の進行により堆肥の全炭素・全窒素は減少し，

C/N比は上昇した(図 1).全炭素，抽出性炭素とコマツ

ナ発芽率との聞には有意 (0.1%水準)な負の相聞が認め

られた(図 2).全炭素および抽出性炭素の減少は， とも

に易分解性有機物の分解の進行を示すことから，堆肥化

の進行にともない易分解性有機物が減少してコマツナ発

芽率が向上したものと推察された.一方， pH，ECおよび

C/N比と発芽率の相関性は全炭素および抽出性炭素に比

べて低かった.また， C/N比が高くなると発芽率が向上し，

家畜ふん堆肥での知見(田知本ら 1989) とは逆の傾向を
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2)堆肥現物における腐熟度指標の再解析および加熱乾

燥が推肥成分に及ぼす影響の検討

(1)堆肥化期間中における測定値の推移

2005年の堆肥は2004年と同様に黄褐色を呈し，堆肥

化の進行とともに色調が暗色化する傾向であった.しかし，

その変化は緩やかで、，尿素添加量による差も判然とせず，

外観品質による腐熟度の判定は困難であった.

処理機内における尿素添加前の原料混合物の成分を表 1

に，供試堆肥の各測定値の推移を図3に示した.

水分は各試験区とも堆肥化期聞を通じて緩やかに低下

し，堆肥化開始時は 560~580kg Mg-1 ，堆肥化終了時は

340~350 kg Mg-1であった.pHは，堆肥化期聞を通じ

て25kg添加区が最も高く，次いで8kg添加区，無添加

区の順で推移した.また，堆肥化開始時には pH4.6~5.7

と低かったが， 14日目に高くなり，それ以降には大きな

変化は認められなかった. ECは堆肥化期聞を通じて 25

kg添加区が最も高く，次いで8kg添加区，無添加区のJI買

で推移し， 25kg添加区では， 42日目にピークが認めら

れた.全炭素は，各試験区ともに，堆肥化期間の経過とと

もに低下する傾向で， 14日目以降は，尿素添加区で無添

加区よりも高く推移した.全窒素は，堆肥化開始時点では

25kg添加区で最も高く，次いで、8kg添加区，無添加区

第 83巻666 

示した.

以上より，今回のような生ごみ堆肥の腐烹1度指標として，

抽出性炭素が適していると考えられた.

藤原 (2000b)は堆肥の腐熟度指標をコマツナ発芽率

80 %以上としている.そこで抽出性炭素について回帰

式よりコマツナ発芽率が80%以上を確保できる腐熟度指

標値を求めたところ，乾物当たり 8000mgkg-1以下であっ

た(図 2).
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処理機内における尿素添加前の堆肥原料の成分 (2005年)

水分 pH EC 全炭素 全窒素 C/N 

(gkg-1
) (dSm-1

) (gkg-1
) (gkg-1

) 比

553 4.9 2.7 421 20.3 20.8 
15 0.1 0.1 5 1.5 1.6 

表 1
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kg添加区で、25kg添加区よりも高く推移した.抽出性炭

素は，堆肥化期間の経過とともに低下し，堆肥化期聞を通

じて尿素添加区で無添加区よりも高い傾向で‘あった.揮発

性有機酸は，全試験区で堆肥化期間の経過とともに低下す

る傾向であったが， 8kg添加区では63日目に値が高まっ

た.シャーレ試験によるコマツナ発芽率は，堆肥化期間の

経過とともに高くなり，尿素添加量の増加とともに抑制さ

れる傾向で、あった.ポット栽培試験における発芽数の差は

堆肥化期間について有意 (1%水準)で，堆肥化の進行と

ともに増加する傾向であった.その傾向はシャーレ発芽試

験と同様であった(写真 1，表2).一方，播種後21日目

の地上部生体重は，堆肥化期間の影響を受けず，堆肥原料

への尿素添加により有意(5%水準)に増加した.この結果，

供試堆肥のポット栽培試験における生育障害は主に発芽阻

の順であったが， 14日目以降は尿素8kg添加区で最も

高く，次いで25kg添加区，無添加区の順で推移した.ま

た， 25kg添加区のO日日における全窒素は44g-Nkg一1

と試算されたが，測定値がこれよりも低かった理由として，

試料の加熱乾燥においてアンモニアの揮散による窒素の

損失が大きかったためと推察した.C/N比は，堆肥化開

始時点では無添加区で最も高く，次いで8kg添加区， 25 

kg添加区の順であったが， 14日目以降は無添加区が最

も高く，次いで25kg添加区， 8kg添加区の順で推移し

た.アンモニア態窒素は，堆肥化期聞を通じて尿素添加区

で無添加区よりも高く推移した.アンモニア態窒素のピー

クは無添加区および8kg添加区で14日目， 25kg添加区

で28日目であった.硝酸態窒素は，堆肥化期間の経過と

ともに増加する傾向で， 42日目以降は無添加区および8
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表 2

第 6号

ポット栽培試験におけるコマツナ発芽数および生体重 (2005年)

JiUI巴化WJ間 (cl) 

第 83巻|二l本土壊肥料学雑誌668 

77 

発羽数 1.:f本軍
(株 pot-1) (g pot-1) 

48 6.73 

46 7.27 

28 

発芽数 生体重
(HIi pot-1) (g pot-1) 

37 5.75 

33 7.34 

14 

発芽数 ~I:. イ4: If!:

(~ pot-1) (g pot-1) 

35 5.96 

37 7.73 

。
試験区

して，尿素添加量の増加にともなう有機物分解の抑制によ

る腐熟の遅延，高い ECおよびアンモニア態窒素が考えら

れた.このため， 供試堆JJ~の腐熟度評価に際して，これら

の要因を統計的に分離して解析することが必要であると考

えられた.

(2)加熱乾燥が堆肥の成分に及ぼす影響

堆肥の成分測定に際し，試料の長期保存と均一化のため

に加熱乾燥を行うことが一般的であるが，藤原ら (2003)

は家畜ふん堆肥で加熱乾燥による成分の変化を指摘して

いる 2004年の試験では加熱乾燥物を供試したことから，

2005年は生ごみ堆肥に対する加熱乾燥が各測定値に及ぼ

す影響について検討した.

区14のように，pH，EC，アンモニア態窒素，硝酸態窒素，

抽出性炭素および揮発性有機酸のいずれも加熱乾燥により

低下する傾向にあった. 一方 コマツナ発芽率は加熱乾燥

により現物 よりも高くなった.すなわち，揮発性有機酸，

アンモニア態窒素の ような揮発性成分や抽出性炭素の よう

な易溶性かつ易分解性の成分は 加熱乾燥による損失が大

きいため，加熱乾燥物の発芽阻害効果が現物よりも低く評

価されたと考えられた. これは 藤原ら (2003) が家畜

ふん堆肥について試料の乾燥法が発芽試験や含有成分に及

77 

発芽数 !:lょ休重
(株 pot-1) (g pot-1) 

i~，\添加l 区 30 5.99 

尿素 25kg添加l区 26 7.23 

土壌のみ 48 2.25 

分散分析の結果，発芽数の差はJjJUJ巴化期聞について 1%水準，生体重の差は尿素添加の有無について 5%水準で有志、

ポット当たり 50粒播秘. 発芽数は幡種後 7日目，生体重l主脈種後 21日目 の値.

嬬;陣後 10日円にポット 主'¥たり 10株に間引き.

供試土峻は黄色土，地闘は普通畑，土性CL.

供試土壊は pH6.4， EC O.02clS m-1，全炭素 6.05gkg-1，全主主素 O.65gkg-1 

堆肥化期間(d)

14 28 。

無添加区

尿素25kg

添加区

土壌のみ

写真 1 ポット栽指試験の発芽状況 (2005年)

嬬穏後7日目の状況.

害であり ，堆肥の腐熟度が間引 き後の生育に及ぼす影響は

小さいと考えられた.このため 供試堆肥の植物を用いた

腐熟度判定には，シャーレによる発芽試験が適すると判断

し7こ.

尿素添加l量の噌加により 全炭素 アンモニア態窒素，抽

出性炭素が無添加区よりも高く推移し， コマツナ発芽率が

抑制される傾向にあった.このことから発芽間害の要因と
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ぼす影響を検討した結果と類似していた.このため，生ご

み堆肥の腐熟度評価は現物で実施することが望ましいと判

断し，以降は現物の測定値で解析した.

(3)主成分分析による堆肥化過程の解析

pH， EC，全炭素，全窒素，アンモニア態窒素，硝酸態

窒素，抽出性炭素，揮発性有機酸を変数として主成分分析

を行った結果(表3)，固有値が1以上の 3主成分が得ら

れた.固有値，寄与率ともに第1主成分が最も高く，次い

で第 2，第3主成分の順であった. これら 3主成分の累積

寄与率が82.9%と高いことから，試料の性質を十分に説

明していると考えられた.

次いで，主成分ごとに変数の負荷量をみた.第 1主成分

における負荷量の絶対値はpHが最も高く，次いで抽出性

炭素，全炭素，揮発性有機酸の順であった.負荷量の符号

はpHが負で，抽出性炭素，全炭素および揮発性有機酸が

正であった.第2主成分における負荷量の絶対値は， C/ 

N比が最も高く，次いで全窒素 アンモニア態窒素の順で

あった.負荷量の符号は C/N比のみが負であった.第3

主成分における負荷量の絶対値は硝酸態窒素が際立つて

高く，符号は正であった.

各主成分の解釈を目的として，尿素添加量，堆肥化期間，

発芽率を外部基準とし，これらと各主成分スコアとの相関

関係を検討した(表4).その結果，第1主成分と堆肥化

期間および発芽率との聞に有意 (0.1%水準)な負の，第

2主成分と尿素添加量の聞に有意 (0.1%水準)な正の相

関が認められた.第3主成分は尿素添加量，堆肥化期間お

よび発芽率との聞に有意 (5%水準)な相闘が認めらた.

表3 堆肥の成分分析値による主成分分析の概要 (2005年)

変数

pH*2 

EC*2 

アンモニア態窒素*2

硝酸態窒素*2

抽出性炭素*2

揮発性有機酸*2

固有値

寄与率
寄与率の累計

*1加熱乾燥物で測定.

*2現物で測定.

-0.699 
-0.596 
-0.150 
0.879 
0.814 
3.993 
0.444 
0.444 

0.231 
0.215 
2.288 
0.254 
0.698 

-0.291 
0.134 
-0.212 
-0.076 
-0.266 
-0.258 

雇主亘主主三;
-0.229 
0.115 
1.181 
0.131 
0.829 

表4 主成分スコアと堆肥化期間，尿素添加量および発芽率との

相関係数 (2005年)

項目
第 1主成分

主成分スコア
第2主成分

堆肥化期間 一0.695*** -0.123 
尿素添加量 一0.176 0.543 *** 
発芽率 一0.807*** ー0.173

発芽率は、ンャーレ試験の値.

第3主成分
0.289* 

一0.388**
0.270* 

ぺ**，***は，それぞれ 5%， 1 %， 0.1 %水準で有意であること

を示す.

さらに，発芽率に対する各主成分の重み付けを目的とし

て，主成分スコアを独立変数，正規化後の発芽率を従属変

数として重回帰分析を行った.その結果(表 5)，回帰式

全体で変動要因の 75.5%を説明できた.このうち各主成

分によって説明される割合は，第 1，..，_..3主成分の順にそれ

ぞれ 65.2%， 3.0 % ， 7.3 %であり，第 1主成分によって

変動要因の大部分を説明できると考えられた.

これらのことから，第1主成分は，堆肥化の進行によっ

て全炭素，抽出性炭素および揮発性有機酸が減少した結果，

コマツナ発芽率が高まることを示しており，堆肥中の易分

解性有機物の分解産物による発芽阻害と易分解性有機物の

分解にともなう腐熟の進行を表現する指標と考えられた.

第2主成分は尿素添加量と関連が深く，尿素添加による全

窒素およびアンモニア態窒素の増加と C/N比の低下を示

しており，尿素添加による窒素含有量の変動を表現する指

標で，発芽阻害との関連性は低いと考えられた.一方，第

3主成分は，腐熟度や尿素添加との関連性が他の主成分よ

りも低かった.椎葉ら (2003)，小峰ら (2004) は家畜

ふん堆肥の品質評価に主成分分析を適用し，得られた主成

分スコアと外部基準との関係を解析することによって，各

主成分に合理的な意味付けが可能であると報告している.

堆肥の原料や測定項目は異なるが 今回の解析結果はこれ

らの報告と類似しており，供試堆肥の腐熟度評価に際し，

第 1主成分と第2主成分を採用することで，腐熟度と尿素

添加の影響を分離して解析で、きた(図 5).

表 5 独立変数を主成分スコア 従属変数を発芽率とした重

回帰分析の概要 (2005年)

独立変数

第 1主成分
第 2主成分
第 3主成分

定数
決定係数

回帰係数

一0.807***
-0.173 * 
0.270 *** 

0.000 

自由度調整済み決定係数
発芽率はシャーレ試験の値.

標準化偏
回帰係数

-0.807 
-0.173 
0.270 

寄与率

0.652 
0.030 
0.073 

0.755 
0.741*ネ*

* ***はそれぞれ 5%， 0.1 %水準で有意であることを示す.

._ . 
• 

第1主成分 EE宅EtJl t. 
2.5 .a『Fr・-・l 2目5

•• 
4 ，. 

-2.0 。
第2主成分

図5 第 1・第2主成分スコアプロット (2005年)

0:処理機内(尿素添加なυ ・:無添加
.:尿素添加量8kgMg-l ・:尿素添加量25kgMg-l 
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(4)腐熟度指標項目の絞り込み

多数の変数から変動要因を最もよく表す変数を探すに

は，重回帰分析における変数選択法の適用が有効であるが，

多重共線性のため適正な解が得られない可能4性がある.こ

のような場合，多重共線4性を回避するための変数選択法と

して主成分分析が用いられる(浅野， 2000). また，腐熟

度指標はできるだけ単一の変数で示すのが望ましいが，複

数の変数を用いることで寄与率が高まることも想定され

る.そこで，少数の変数で寄与率の高い腐熟度指標を求め

るために，主成分分析とステップワイズ変数選択重回帰分

析で変数の絞り込みを行った.

第 1主成分で負荷量が高かった pH，全炭素，抽出性炭

素，揮発性有機酸のそれぞれと，第2・3主成分で負荷量

の高かった EC，全窒素， C/N比，アンモニア態窒素，

硝酸態窒素を独立変数，発芽率を従属変数としてステップ

ワイズ変数選択重回帰分析に投入し，得られた回帰式にお

ける独立変数の寄与率をみた(表 6).

pHを投入した場合， pH，全窒素，アンモニア態窒素

および C/N比が回帰式に取り込まれ，得られた回帰式に

よって変動要因の 68.3%が説明できた. このうち，各変

数によって説明される変動要因の割合は， pHが46.3%， 

全窒素が8.1%，アンモニア態窒素が 7.8%，C/N比が 6.1

%であった. この場合，全窒素と C/N比の標準化偏回帰

係数の絶対値が 1以上で多重共線性の影響が認められ，重

回帰分析の解として適切ではないと考えられること， pH 

以外の変数の寄与率の合計が21.7%と高いこと， pHと

多重共線性を示さない変数の組合わせ(全窒素と硝酸態窒

素， C/N比と硝酸態窒素)でも pHの寄与率は40%程

度と低かったこと(データ略)から， pHのみで発芽阻害

効果を説明するには不十分であると考えられた.

全炭素または抽出性炭素を投入した場合，これらだけが

回帰式に取り込まれ，他の変数は排除された.得られた

回帰式で説明される変動要因の割合は，全炭素が 65.9%， 

抽出性炭素が 78.0%であった.

揮発性有機酸を投入した場合，揮発性有機酸と硝酸態窒

素が回帰式に取り込まれ，得られた回帰式によって変動要

因の 61.1%が説明できた. このうち各変数の割合は，揮

発性有機酸が 52.2%と高く 硝酸態窒素が 8.9%と低かっ

た.

以上より，全炭素，抽出性炭素および揮発性有機酸は，

それぞれ単独で十分にコマツナ発芽率の変動要因を説明

できると考えられた.また，アンモニア態窒素，全窒素，

C/N比およびECは，変数選択により重回帰式から排除

された. このことから，供試堆肥におけるアンモニア態窒

素が 9000mgkg-1以下， ECが 6.5dSm-1以下での領域

では，コマツナ発芽率に対して抽出性炭素や揮発性有機酸

が極めて強く影響し，アンモニア態窒素や ECの影響は弱

いと判断できた.家畜ふん堆肥における発芽試験で，藤原

ら (2003) は有機酸，芳香族酸およびアンモニア態窒素

による根伸長阻害，松田ら (2007)はアンモニア態窒素，

ECによる発芽および根伸長阻害を報告している.また，

深谷・浅井 (2000) は 発芽率についてアンモニア態窒

素と芳香族酸，根長についてアンモニア態窒素，芳香族酸，

pHおよびECを説明変数とする重回帰式を得た.一方，

今回供試した生ごみ堆肥ではアンモニア態窒素よりも抽出

性炭素や揮発性有機酸の影響が極めて強く，家畜ふん堆肥

での報告とはやや異なる結果であった.

Sharon et al (2005) は，下水汚泥堆肥，牛ふん堆肥，

活性汚泥ケーキ・算定くずチップ混合堆肥について，原料

や製造方法にかかわらず腐熟度指標値は水溶性有機炭素で

4000mgkg-1以下であったとしている.Lee et al (2002) 

は，食品残さ・おがくず・木粉腐朽物・製紙汚泥混合物の

堆肥化過程で，腐熟の進行とともに堆肥中の水溶性炭素，

全糖，還元糖および揮発性有機酸が減少すること，揮発性

有機酸が発芽阻害性に密接に関与することを報告してい

る.なお，本研究の供試堆肥の原料は米飯，野菜くず，お

からの割合が高く水分調整材としてもみ殻を用いており，

堆肥化開始後速やかにpHが 7"'-'8.5に上昇した. pH7"'-' 

表6 発芽率を従属変数としたスッテプワイズ変数選択重回帰分析の概要 (2005年)

投入した独立変数
回帰式に取り込

回帰係数 標準化偏寄与率決定係数 自由度調整済
まれた独立変数 回帰係数 み決定係数

様 f 15.5 *** 0.667 0.463 
全窒素 -8.82 *** -1.35 0.081 

p耳，全窒素， C/N比， EC， アンモニア態窒素 -0.00496 ** -0.370 0.078 0.683 0.659 *** 
アンモニア態窒素，硝酸態窒素

C/N比 -12.3 ** -1.18 0.061 
定数 386 *判ド*

全炭素，全窒素， C/N比， EC， ;全炭素E -1.39 *** -0.812 0.659 
アンモニア態窒素，硝酸態窒素 定数 611 *** 0.659 0.653 *** 

主主w娃援秦，全窒素， C/N比 ト抜出i性炭素f -0.00221 *** -0.883 0.780 
0.780 0.776*** 

EC，アンモニア態窒素，硝酸態窒素 定数 103 *** 

;揮発性有機酸，全窒素， C/N比
獲量主義を機厳 -0.0487 *** -0.735 0.522 
硝酸態窒素 0.134 *水* 0.328 0.089 0.611 0.596 *** 

EC，アンモニア態窒素，硝酸態窒素
定数 85.9 *** 

発芽率はシャーレ発芽試験による値.
** ***はそれぞれ 1%， 0.1 %水準で有意であることを示す.

変数名の網掛けは，第 1主成分で負荷量が高かった変数を示す.
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したところ，抽出性炭素および揮発性有機酸が適していた.

2) 生ごみ堆肥を加熱乾燥すると，発芽阻害要因である

抽出性炭素および揮発性有機酸が大きく減少し発芽阻害

効果が低く評価されるとともに，アンモニア態窒素， pH 

およびECも低下した.このため，生ごみ堆肥の腐熟度評

価は現物で行うことが望まいへ

3)堆肥現物のアンモニア態窒素が乾物当たり 9000mg

kg-1以下， ECが 6.5dS m-1以下の堆肥では，アンモニ

ア態窒素やECが，抽出性炭素および揮発性有機酸で表さ

れる腐熟度指標に及ぼす影響は小さかった. コマツナ発芽

率 80%以上を確保できる腐熟度指標値は，堆肥現物につ

いて抽出性炭素が乾物当たり 10000mg kg-1以下，揮発

性有機酸が 200mgkg-1以下であった.ただし堆肥の原

料組成や堆肥化手法による変動が考えらるたため，多様な

堆肥を用いた検討が必要で、ある.
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梅本・畑中・森本・北田・島田・米林:学校給食・豆腐加工・魚加工残さおよび籾殻を原料とする生ごみ堆肥の腐熟度指標の解析

献文

8以上の生ごみ堆肥は油脂残存量が低いことが知られてい

るため(古畑，2005;竹本， 2006)，抽出性炭素および揮

発性有機酸は，主として堆肥中の炭水化物，タンパク質お

よびこれらの分解産物に由来すると推察された. このこと

と本解析結果より，抽出性炭素と揮発性有機酸は今回供試

した生ごみ堆肥の腐熟度指標として適切と考えられた(図

6). 一方，供試堆肥では腐熟度指標として全炭素の適性

が認められたが，全炭素では易分解性成分と難分解性成分

を区別できないため，多様な堆肥への適用を考慮すると，

易分解性成分である抽出性炭素や揮発性有機酸による評価

がより適していると考えられた.

回帰式より得られた堆肥の腐熟度指標値は，抽出性炭素

では乾物あたり 10000mg kg-1以下，揮発性有機酸では

200mgkg-1以下で，前者は 2004年に測定した 8000mg

kg-1に近い値で、あった.また， これらの指標値を満たす

試料は無添加区の堆肥化 77日目のものであった.

両指標の得失を比較すると 抽出性炭素は発芽率との相

関が高く，腐熟度指標として適している反面，測定時に有

害な重クロム酸を用いる必要がある.一方，揮発性有機酸

は，指標としての精度は抽出性炭素に劣るが，有害な廃液

を生じない点で優れており，農業生産現場での分析室等で

容易に測定可能と考えられた.また，抽出性炭素の測定は

重クロム酸を使用しない CODパックテスト等で代替する

ことで， より簡易化できると考えられた.

なお，本研究で得られた腐熟度指標値は数種の食品残さ

を混合し製造した生ごみ堆肥についての結果であるため，

多種多様な原料や条件のもとで製造される生ごみ堆肥に対

して適用するには，さらに検討を重ねる必要がある.

学校給食・豆腐加工・魚加工残さおよび籾殻を原料とす

る堆肥について腐熟度指標を解析し，次の知見を得た.

1) コマツナ発芽率と高い相闘を示す腐熟度指標を検討

o 0 
o 20000 40000 60000 0 500 1 000 1500 2000 

抽出性炭素(mgkg-1) 揮発性有機酸(mgkg-1) 

抽出性炭素およひマ揮発性有機酸とコマツナ発芽率の関

係(堆肥現物， 2005年)

0:処理機内(尿素添加なし)

企:尿素添加量8kgMg-l

発芽率はシャーレ試験の値.

ことを示す.
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Investigation of maturity indices of food waste compost 

Hideyuki UMEMOTO 1.2， Hakuei HATANAKA 2， E司iMORIMOT02， Keiu KITADA2， 

Yoshiaki SHIMADA2 and Koyo YONEBAYASHI3 

1 Grad. Sch. Bio. Environ. Sci. Ishikawa Pref Univ.， 
2 IshikαωαPref Agric. Res. Cent.， 

3Fiαc. Bio. Environ. Sci. IshikawαPref Univ. 

We investigated potential indices for determining the maturity of compost made from schoollunch waste， the remnants 
of tofu and fish processing， and rice hulls. A summary of the results follows. 

(1) Extractable organic carbon and volatile organic acids were suitable maturity indexes because白eydisplayed a high 

negative correlation with仕legermination rate of komatsuna (Brassica rapa var. peruviridis). 
(2) Samples of food waste compost dried with heated air displayed significantly lower extractable organic carbon 

and volatile organic acids-factors inhibiting germination-than non-dried samples. The dried samples also had a lower 

inhibitory effect on germination. Heated-air drying of samples also reduced the ammonium nitrogen (NHcN)， pH， and 
elec仕icalconductivity (EC)， and more acid relative to non-dried samples. We conc1ude that food waste compost should not 
be subjected to heated-air drying before analysis for maturity indices. 

(3) In food waste compost in which NH4-N ::;9 g kg-1 and EC豆6.5dS m-1 (dryweight basis)， neither NH4-N nor EC had 

a significant influence on the two maturity indices (extractable organic carbon and volatile organic acids). The maturity 

index values for compost that ensured an 80% komatsuna germination rate were壬10g kg-l for extractable organic carbon 

and ::;200 mg kg-1 for volatile organic acids (dry weight basis). However， deviation from these values is considered possible 
depending on the composition of the raw material and on the composting method. Further verification on a wider variety of 

compost is necessa巧T.

Key words: extractable carbon， food residue compost， index for maturity， komatsuna germination rate， volatile organic acids 

(Jpn. ]. Soil Sci. Plant Nutr.， 83， 664-672， 2012) 
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