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短報 家禽由来の有機質肥料における

ICP発光法による無機養分および重金属含有量の調査

工藤洋晃*.t・外山佳裕**河合成直**

摘要

有機質肥料を活用した栽培試験の設計のため，日本国内で流通している家禽由来の有機

質資材(羽毛粉および鶏糞)を取り寄せ，湿式灰化の後に ICP発光法により元素分析を

行なった。分析の結果，供試した羽毛粉(輸入品)1製品から.20，000 ppm (w/w)以上

の高いレベルのクロム汚染を発見した。有害元素に汚染された有機質資材が肥料用として

国内で流通している事実は注目されるべきである。有機質肥料の公定規格において，羽毛

粉(蒸製毛粉)について定められている保証成分は窒素含量のみであり，有害成分に関

する規定はないため，当該製品の流通は現行法では差し支えないだろう。しかし，有害重

金属に高度に汚染された資材の農業利用は，農作物や農地周辺の環境汚染にもつながるお

それがあり望ましくない。ゆえに，有害元素汚染を受けた資材の流通を未然に防ぐために，

有機質肥料の公定規格は有害元素の含有許容量を考慮するよう見直されるべきである。

キーワード:フェザーミール，クロム，鶏糞，鶏糞焼却灰. ICP発光分光分析法

1.はじめに

有機質肥料を活用した施肥法は広く普及してお

り，様々な資材が取り扱われている。我々は，東日

本大震災で津波に被災した岩手県の農地において

農耕回復試験に取り組んでおり，有機質資材を主体

とした施肥設計を計画した。有機質資材の選定にあ

たり，それを被災地で継続的に活用することを想定

し，輸送コストなども考慮して県内または東北地方

において調達できるものを用いることとした。岩手

県では肉用若鶏の出荷羽数(都道府県別)が全国第

3位であるなど養鶏が盛んである 1)。そこで，本研

究では家禽由来の有機質資材を用いることとし，発

酵鶏糞および，フェザーミール(蒸製毛粉，以下羽

毛粉と記述)を供試した。岩手県における鶏糞の発

生量は年間で約 120万トンと推計され，材料に鶏糞

を用いた肥料や堆肥だけでも年間で4万トン以上が

生産されている2)。鶏糞は植物の生長に不可欠な窒

素やリン酸を比較的豊富に含み，肥料として優れた

特性を持つ3.4)。そこで，本研究では施肥設計の基

2013年9月26日受付.2014年5月2日受理

本材料として発酵鶏糞を用いた。一方で=羽毛粉は，

肥料としての活用例は多くないが，窒素以外の成分

含量が少なく単肥に近い有機質資材であることか

ら，我々の取り組みでは窒素施肥量の調節に活用を

検討した。我々の施肥設計においては，羽毛粉の施

用に伴う窒素以外の成分の施用量の把握を必要と

したが，羽毛粉について窒素以外の成分は含有量が

示されなかった。羽毛粉は肥料の公定規格5)におい

て，窒素以外の成分について調査報告義務が無いた

め，他成分はモニタリングされていない。また，動

植物質の有機質肥料は重金属含量のモニタリング

も同じく行なわれていないため，情報が少ない。そ

こで，本論文において ICP発光法によりこれらの

サンプル調査を実施したので，成績を報告する。

2.研究方法

2.1 供試材料

日本国内の企業にて取り扱っている羽毛粉およ

び鶏糞を供試した。 A社より輸入品の羽毛粉を. B 

社.C社.D社およびE社より国産の羽毛粉を入

*岩手大学三陸復興推進機構，干 020-8550岩手県盛岡市上回 3-18-8
**岩手大学大学院農学研究科，干 020-8550岩手県盛岡市上回 3-18-8

t Corresponding author: kudo524@iware-u.ac.jp 
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手した。なお，参考として B社よりブロイラー由

来の鶏糞焼却灰を. F社より採卵鶏由来の発酵鶏糞

(無成型，植物遺体破片を含む)を.G社よりブロ

イラー由来の発酵鶏糞ペレットをそれぞれ調達し

供試材料とした。

2.2 湿式灰化

熱濃硝酸により供試材料の湿式灰化を行なった。

F社発酵鶏糞のみ，分取前に手で塊を崩し，孔径2

mmのふるいで飾別し植物遺体等を取り除いてから

秤量した。尚.A社羽毛粉は 4つの袋からそれぞれ

3箇所ずつ(合計 12反復).その他の試料はひとつ

の袋から 6箇所ずつ (6反復)採取し分析に供試

した。各試料を 1gずつ分取してガラス管ピンに入

れ，濃硝酸 (ELグレード，関東化学)を 20mL加

え，ブロックダイジェスター (DigiPREPJr.. SCP 

Science) を用い 120
0

Cから 170
0

C設定で 48時間加

熱した。硝酸を蒸発乾固させ放冷の後 i農硝酸を

25 mL加えて加熱を再開した。ブロックの温度が

120"Cに到達してから放冷し，残溢を含めて 50mL 

に定容した。乾燥ろ紙 (No.5C. ACVANTEC) 

を用いてこれをろ過し，ろ液を検液とした。

2.3 含水量の測定

各試料(羽毛粉，鶏糞)を一定量採取し 105
0

C

設定の乾熱機で一昼夜以上加熱し，重量減少分を含

水量として算出した。

2.4 ICP発光法による元素定量

マルチ型 ICP発光分光分析装置 (ICPE-9000.

島津製作所)を用い，アルミニウム，カルシウム，

カドミウム，クロム，銅，鉄，カリウム，マグネシ

ウム，マンガン，ナトリウム，ニッケル， リン，鉛，

硫黄，亜鉛の濃度を定量した。

2.5 統計分析

全てのデータについて岩手大学情報処理セン

ターの HPProLiant DL320 G6を用いて元素ごと

にSASの分散分析を行なった6)。

3.結果

3.1 供試材料の成分表示の項目

各試料の保証成分またはメーカーによる分析値

を表1に示した。羽毛粉は窒素のみが示され，例外

として B社羽毛粉のみ水分と灰分の値が示された。

鶏糞については，供試した全ての試料で窒素，リン

酸，カリウムに加え. C/N比(炭素と窒素の含有

比率で，有機質肥料の基礎評価において重要な指標

となる)の値が示された。B社鶏糞焼却灰はメーカー

による分析項目が多かった。

3.2 羽毛粉の元素含量

羽毛粉の含有成分について. ICP発光法による

分析値を表2に示した。羽毛粉は 6-9% (w/w) 

の水分を含んだが.E社羽毛粉の水分は約 3%だ、っ

た。分析した元素で 1% (w/w)以上の含有量を示

したのは硫黄のみで，肥料の三要素に含まれるリ

ンおよびカリウムはそれぞれ. 0.08 -0.8% (w/w) 

および0.02-0.2% (w/w) と低かった。リン酸お

よびカリウムの含量について.A社羽毛粉のみ他試

料より有意に低い値を示した。一方で，カルシウム，

鉄，マグネシウム，およびナトリウムについては，

A社羽毛粉のみ他試料より有意に高い値を示した。

有害重金属について，全ての試料でカドミウム

表1 供試材料の保証成分またはメーカーによる分析値

供試材料 保証成分またはメーカーによる分析値

A社羽毛粉 全窒素 13.8% 

B社羽毛粉 水分 6.2% 

灰分 1.1% 

窒素 12.8% 

C社羽毛粉 窒素全量 12.00% 

D社羽毛粉 窒素全量 13.0% 

E社羽毛粉 窒素 12% 

B社鶏糞焼却灰 水分 0.11% 

灰分 99.04% 

pH 12.2 

全窒素 0.05% 

全リン酸 30.50 

全加里 19.41 % 

全石灰 27.85% 

全苦土 8.55% 

全銅 500 mgkg-l 

C/N比 15.6 

F社発酵鶏糞 全窒素 3.0% 

全リン酸 4.7% 

全加里 3.0% 

石灰 19.9% 

C/N比 5.3 

水分 16.3% 

G社発酵鶏糞 全窒素 3.3% 

全リン酸 3.8% 

全加里 3.5% 

C/N比 8 

メーカーより回答のあった値または製品パッケージまた
は添付の資料に記載された値を転記した(成分名の表記
および有効数字等も原本通り)。加里はカリウムを，石
灰はカルシウムを，苦土はマグネシウムをそれぞれ表わ
す。リン酸，加里，石灰，苦土は酸化物換算。
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および鉛は検出下限 (5μgg-l)未満で，これらの

有害重金属による汚染は認められなかった。ただ

し.A社羽毛粉においてはクロム含量が 2% (20，000 

ppm)以上 (w/w)の値を示した(表2)。

3.3 鶏糞の元素含量

鶏糞の含有成分について. ICP発光法による分

析値を表3に示した。全ての試料において，カルシ

ウム，カリウム，およびリンを多く含み，次いで、マ

グネシウムおよび硫黄の含有量が 1% (w/w) を上

回った。 B社鶏糞焼却灰は他試料より水分が有意に

低く，ほとんどの元素含量が他試料より有意に高い

値を示した。

有害重金属について，全ての試料でカドミウム

および鉛は検出下限 (5ドgg-l)未満で，クロムは

20μg g-l未満だ、った。

4.考察

供試した試料の保証成分等について，公定規格に

定められた項目に加え，メーカーが自主的に表示し

ている保証成分もあり，成分表示の項目は製品ごと

に異なった(表1)0 F社およびG社の発酵鶏糞は

家庭用にも市販されているが，成分表示の項目は異

なった。 B社鶏糞焼却灰は分析項目が多いが，これ

は当該試料が試験サンプルとして提供されたため

である。

羽毛粉の元素分析結果について，肥料の三要素に

含まれるリンおよびカリウムの含量は全ての供試

試料において 1% (w/w) を下回り(表2).窒素の

単肥に近い有機質資材であることを裏付けた。窒素

は一般的にまとまった量を施肥するため，羽毛粉由

来のリンおよびカリウムの持ち込み量は，施肥設計

において無視できるレベルで、はないものの，設計に

与える影響は小さい。

参考として，我々の取り組みにおいて供試した鶏

糞の元素組成も同様に分析した。鶏糞の分析値は保

証成分と概ね一致し(表 1および表3).カルシウ

ムが比較的多く含まれマグネシウムが少なめであ

るなど，一般的な組成4)と合致する成績であった(表

3)。試料によってカルシウム含量の差が認められた

が，これは. F社発酵鶏糞が採卵鶏由来.G社発酵

表 2 羽毛粉の含水量および元素含量

各試料を 1g分取して熱濃硝酸により湿式灰化し， ICP発光法により元素含量を定量した。含水量は， 105
0

Cで

乾燥させた試料の重量減少量から算出した。表中の値は 12反復 (A社羽毛粉)または 6反復 (A社羽毛粉以

外の試料)の平均値±標準偏差として示した。同一試料で検出範囲内と検出下限未満の測定値が混在した場合

は，検出下限未満の値を便宜的にゼロとして計算に用いた。元素ごとに Ryan-Einot-Gabriel-Welsch多重範囲検

定(信頼限界5%未満)による統計分析を行ない，有意差が認められた試料には数値に続けて異なるアルファベッ

トをイ寸した。

Aネ士 B社 C社 D社 E杜

試料 1g (未乾燥)あたりの含有量 (mgg-1)

水分 60.0 z 1.7 c 76.2 z 5.6 b 89.8 z 2.0 a 60.8 z 3.5 c 31.5 z 2.4 d 

アルミニウム 0.937 z 0.047 a (13.2 z 14.5) x 10 -3b (5.65 z 2.82) x 10ーも (6.01z 1.4のxlO-'b (3.23 z 0.46) x 1O-2b 

カルシウムホ 8.37 z 0.15 a 2.43 z 0.14 c 3.36 z 0.61 b 2.82 z 0.13 c 3.44 z 0.09 b 

カドミウム LD LD LD LD LD 

クロム 21.8 z 0.1 LD LD LD LD 

銅 (10.2z 1.8) x 10 -3a (7.66 Z 4.6) x 10 -3b LD LD LD 

鉄 1.78z 0.44 a 0.383 z 0.055 b 0.589 z 0.274 b 0.720 z 0.133 b 0.528 z 0.020 b 

カリウム. 0.213土 0.005e 0.987 z 0.092 d 1.94 z 0.02 c 2.09 z 0.09 b 2.25 z 0.05 a 

マグネシウム. 2.11 z 0.02 a 0.509 z 0.063 d 0.574 z 0.015 bc 0.620 z 0.028 b 0.540 z 0.006 cd 

マンガン (11.7 z 2.4) x 10 -3b (14.3 z O.のxlO-3b (1.18 z 0.13) x 10 -'b (2.01 z 0.56) x 10 -'a (1.30 z 0.14) x 10 -'b 

ナトリウム 15.3 z 0.2 a 0.790 z 0.029 d 1.56 z 0.04 c 2.17 z 0.11 b 1.71 z 0.05 c 

ニッケル (14.9 z 1.1) x 10 -3 LD LD LD LD 

リンホ. 0.871 z 0.033 e 3.50 z 0.20 d 5.29 z 0.12 c 6.11 z 0.30 b 7.19 z 0.10 a 

鉛 LD LD LD LD LD 

硫黄. 48.1 z 3.6 a 28.2土1.1c 37.1 z 0.1 b 40.0 z 1.7 b 45.1 z 0.7 a 

亜鉛 LD 0.113 z 0.003 a (8.78 z 0.11) x 10 -， c (8.88 z 0.36) x 10 -'c 0.101 z 0.002 b 

*酸化物換算

LD = 5ドgg-1未満
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鶏糞がブロイラー由来であることに起因する。

本論文では肥料としての元素分析に加え，同時に

重金属含量も測定した。その結果， A社羽毛粉(輸

入品)のみ，クロム含量が2%(20，000 ppm)以上

(w/w) と高い値を示した。これについて，羽毛粉

の公定規格にはクロム含量の規制値が定められて

いないため，便宜的に化成肥料の公定規格5)に当て

はめて試算すると， A社羽毛粉は窒素， リン酸，カ

リウムの含量はそれぞれ 13.8%，0.09%， 0.02%で
あることから(表 1および表 2)，クロムの許容量

は0.7%弱に相当し， A社羽毛粉のクロム含量はこ

れを上回る。また，一般的に重金属は土壌に混入す

ると蓄積することに加え，窒素肥料は継続的に一定

以上の量を施用することから， A社羽毛粉の使用は

農地および周辺環境のクロム汚染を引き起こし経

年的に悪化させる危険があると言える。供試した他

の試料では，クロム含量は最大でも1.5x 10-3%未

満であったことから，家禽由来の有機質資材のクロ

ム含量が高いのではなく， A社羽毛粉は極端に高い

濃度のクロムに汚染されているといえる。

このように有害重金属に高度に汚染された資材

が肥料用として流通していた事実は特筆すべきで

ある。有害元素汚染が見落とされ肥料としての流通

を食い止められなかった原因のーっとして，肥料の

公定規格5)が挙げられる。例えば窒素質， リン酸質，

加里(カリウム)質の無機質肥料(同規格ー~三)5) 

では合計53種類中 41種類について有害成分(カド

ミウム，ヒ素，ニッケル，クロム，他)の最大許容

量が定められているのに対して，規格が定められて

いる 42種類の有機質肥料(動植物質に限る)のう

ち，有害成分の最大許容量が定められているものは

わずか6種類と少ない。 A社羽毛粉が該当する蒸製

毛粉の場合は，主成分(窒素)の最少量以外の事項

が定められていないため，製造工程では有害元素含

量の検査の義務は無い。農林水産消費安全技術セン

ターで定期的に公表されている立ち入り検査の結

果7)を参照したが，ここでも公定規格で定められた

項目以外の検査は実施されないと思われる。このこ

とは，例えばカドミウムなどの有害元素による有機

質肥料の汚染が発生した場合も，公定規格で検査項

表 3 鶏糞焼却灰および発酵鶏糞の含水量および元素含量

各試料を 1g分取して熱濃硝酸により湿式灰化し， ICP発光法により元素含量を定量した。含水量は， 1050Cで

乾燥させた試料の重量減少量から算出した。表中の値は 6反復の平均値士標準偏差として示した。同一試料で検

出範囲内と検出下限未満の測定値が混在した場合は，検出下限未満の値を便宜的にゼロとして計算に用いた。元

素ごとに Ryan-Einot-Gabriel-Welsch多重範囲検定(信頼限界 5%未満)による統計分析を行ない，有意差が認め

られた試料には数値に続けて異なるアルファベットを付した。

B社鶏糞焼却灰 F社発酵鶏糞 G社発酵鶏糞

試料 1g (未乾燥)あたりの含有量 (mgg-1)

水分 2.28 :t 0.32 c 156 :t 4 a 139 :t 3 b 

アルミニウム 1.60 :t 0.14 a 0.395 :t 0.016 b 0.416 :t 0.050 b 

カルシウム* 290 :t 24 a 248 :t 21 b 48.4 :t 2.2 c 

カドミウム LD LD LD 

クロム (14.0 :t 3.2) x 10 -3a (16.1 :t 39.5) x 10 -3 a LD 

S同 (489 :t 42) x 10 -3a (49.2 :t 3.6) x 10 -3C (80.4 :t 1.6) x 10 -3 b 

鉄 7.31 :t 8.87 a 1.09 :t 0.22 a 0.956 :t 0.317 a 

カリウム本 107 :t 9 a 30.6 :t 2.3 b 27.5 :t 0.4 b 

マグネシウム* 79.8 :t 7.3 a 13.3 :t 0.7 b 11.8 :t 0.6 b 

マンガン (478:t 116) x 1O-3a (405 :t 68) x 10 -3a (415 :t 59) x 10 -3a 

ナトリウム 23.5 :t 1.8 a 4.06 :t 0.24 b 5.01 :t 0.03 b 

ニッケル (50.2 :t 8.7) x 10 -3 LD LD 

リン* 273 :t 26 a 44.8 :t 3.0 b 37.0 :t 1.9 b 

鉛 LD LD LD 

硫黄* 41.7 :t 4.2 a 16.1 :t 3.2 b 12.0 :t 1.1 c 

亜鉛 1. 78 :t 0.15 a 0.424 :t 0.029 b 0.376 :t 0.004 b 

*酸化物換算

LD = 5ドgg-1未満
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自に定められていなければ汚染が見落とされたま

ま流通される可能性を示唆すると考えられる。農作

物の汚染および農地周辺の環境汚染を防ぐために

有害元素が高濃度で含まれる資材の農業利用は避

けられるべきである。該当する公定規格に有害重金

属の許容量が定められていれば.A社羽毛粉のよう

に有害重金属を多量に含む資材は，出荷前の品質検

査や立ち入り検査等で汚染が見出され出荷を止め

ることができたと推察する。よって，動植物質由来

の有機質肥料の公定規格は，有害元素の含有許容量

を追加し再検討されるべきであると考える。

A社羽毛粉について見いだされた高度なクロム汚

染が発生した経緯について，公定規格制定時には想

定されなかった製造経路の存在が推察される。家畜

や家禽を飼育する際に有害元素を含む飼料を与え

ることは考えにくく，それに由来する動植物質の資

材が材料である有機質肥料は製造工程で有害元素

が持ち込まれるリスクがほとんど無いことが，公定

規格5)において有害元素の許容量の検討は不要とさ

れてきた理由だろう。 A社羽毛粉の汚染経路も，家

禽の餌や飼育環境が原因ではなく，屠殺後の羽毛粉

加工工程における人為的要因が予想される。例え

ば，羽毛製品と皮革製品の両方の製造ラインを有す

る工場において，皮革のクロムなめし工程8)より生

じた残溢を混合して羽毛粉が製造された場合など

である。これがもし事実であれば.A社羽毛粉の元

素組成について分析項目の大部分の値が他の羽毛

粉と大きく異なった点(表 2)の説明も容易である

ことに加え，このように高レベルのクロム汚染を受

けた製品が一定以上の頻度で製造されていると懸念

され，今後明らかにされるべき課題であると考える。

5.まとめ

圏内で流通している羽毛粉(蒸製毛粉)について，

高レベルのクロム汚染が見落とされたまま販売さ

れた事例を見出した。有害重金属汚染が見落とされ

た原因として，有機質肥料に関する公定規格で有害

成分の含有許容量が定められていないことが挙げ

られるため，現行の公定規格は元素分析の項目を拡

充するために見直されるべきであると考える。昨今

は肥料価格高騰への対応という観点からも，肥料使

用量の削減のため減肥基準9.10)の策定が進んで、おり，

有機質資材からの肥料の持込が考慮される場面も

多く元素分析の重要性が増していることからも，有

害元素に限らず有機質肥料の成分表示の項目が充

実することは望ましい。本報の結果が，有機質肥料

に関する公定規格見直しの一助になることを期待

したい。
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Abstract 

We conducted elemental analysis of some manures obtained from poultry house 

because we planned to apply them in an agricultural field for an examination of organic 

agriculture. We obtained commercially-marketed manures from poultry house・We

digested them with nitric acid， and analyzed the mineral composition with ICP-OES. We 

detected higher than 20，000 ppm (w/w) of chromium from a feather meal product. It is 

a serious problem that chromium-contaminated manure was commercially marketed in 

]apan for且griculturaluse. Though fertilizers or soil amendments that are contaminated 

with hazardous elements should not be applied to agricultural白eld，there is no legal 

restriction with this product; because the 抗日出rdof feather meal required by the ]apanese 

official speciation is based on nitrogen content only. Thus， we would like to propose that 

the ]apanese official specification of all types of organic manure should include the criteria 

of hazardous elements content. 

Key Words: Feather meal， chromium， chicken manure， chicken manure incineration ash， 

ICP-OES 
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