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モミガラ混合割合および堆肥化期間が乳牛ふん堆肥の分解性に及ぼす影響

一堆肥化期間中および土壌中における分解-

小柳渉・安藤義昭 l

現新潟県畜産課

Effect of Rice Hells Mixing Rate and Period on Cattle Waste 
Compost Decomposition in Composting and Soil 
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要 約

乳牛ふんとモミガラの乾物混合割合と堆肥化期間を変えた乳牛ふんモミガラ堆肥をインキュベータを

用い作製し、堆肥化期間中の有機物分解および施用後の窒素・炭素動態の点から長期間堆肥化する必要

性について検討した。

乳牛ふんとモミガラの乾物混合割合を40:60、55:45、70:30の3段階、堆肥化期間を60t 1ヶ月

(1次発酵)、 60t 1ヶ月 +30t3ヶ月 (2次発酵)の 2段階に設定した 6種類の乳牛ふん堆肥につい

て、堆肥化前後の粗灰分を測定し、堆肥化期間中の乾物分解率を算出した。また、ガラス繊維i慮、紙法を
用いて 1年間土壊中に埋設し、 1ヶ月毎に窒素、炭素分解率を測定した。

(1) 1次発酵期間中ではモミガラの混合割合が多いほど乾物分解率は低かった。ふんの分解率は45%、

モミガラの分解率は 3%と推定された。2次発酵期間中のふんの分解率は 6%、モミガラの分解率は

2%と推定された。一

(2) 1次発酵区と 2次発酵区の間にコマツナ生育問害程度の違いは認められなかった。

。)土壌埋設後の堆肥中窒素は、 40:60区では 1次・ 2次とも埋設後 1ヶ月間に10%程度放出したが、

2 ~ 3 ヶ月目には吸収に転じ、その後再放出した。 55: 45区では l次2次ともほぼ変動はなく、 70: 

30区では放出を続けていた。このように窒素動態に及ぼす影響は堆肥化期間よ りも混合割合の方が大

きかった。

ω) 炭素の動態は窒素とは違い堆肥化期間の影響の方が大きかった。 l次発酵区は 2次発酵区より分解

率がおおむね1O~20%大きかった。 ただし 1 次発酵区の埋設後 1 ヶ月間の分解率は10%未満であった。

(5) 畑地施用を前提とした場合、有機物分解、窒素動態の点からは乳牛ふんモミガラ堆肥の堆肥化は 1
次発酵で十分で、ある可能性が示唆された。

はじめに
点ある。 l点目は通気性を確保するために副資材混合後

の水分を75%以下にすること 4)で、そのためには乳牛ふ

んとモミガラの混合割合は乾物重量比で50以下:50以上

にしなければならない。 2点目はモミガラのような作物

残撞を副資材として用いた場合、堆肥化期間は3ヶ月間

必要5)ということである。しかし、時と場合によっては

これらの条件を守れないこともあり、またこれらの条件

が異なる場合の堆肥化時の諸変化や土壌中での動態を示

した報告は著者が知っている限り見当たらない。

家畜ふん堆肥を堆肥化すなわち腐熟させる目的は原田

によってまとめられている J)。筆者はこれに加えて病原

性微生物等2)の死滅も重要であると考える。すなわち、堆

肥化の目的は発熱による衛生的安全性 ・取り扱いの向上、

生育阻害物質や易分解性有機物の分解による植物生育障

害リスクの低下、 C/N比を低下させることによって有機

物分解に伴う窒素吸収すなわち窒素飢餓リスクの低下の

3点である 3)。

一方、家畜ふんの lつ乳牛ふんは水分が85%と高いた

め、堆肥化するには副資材を混合し、通気性を向上させ

ることが必要である。副資材種にはモミガラ、オガクズ、

戻し堆肥などがあるが、新潟県では主にモミガラが用い

られている。

このモミガラ乳牛ふん堆肥の一般的な堆肥化条件は 2

今回、乳牛ふんモミガラ堆肥について、乾物混合割合

と堆肥化期間を変えインキュベータを用いモデル堆肥を

作製し、混合割合と堆肥化期間が堆肥化期間中の分解と

土壌中での窒素・炭素の動態と植物生育障害に与える影

響を検討した。
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材料と方法

(1) 乳牛ふんモミガラ堆肥作製

乳牛ふんモミガラ堆肥は混合割合3水準(表1)、堆肥

化期間 2水準 (4週間、 3ヶ月)を組み合わせて計6種

作製した。混合割合については乳牛ふん、凍結乾燥乳牛

ふん (水分調整用)、モミガラを用いて乾物混合比を調整

した。内訳はモミガラ60:ふん40のモミ多区、 45:55区

のモミ中区(一般的堆肥化条件と同程度)、 30:70のモミ

少区の 3区である。なお調整後の水分はすべて70%程度

とした。堆肥化期間については最初に堆肥化直後の高温

期を想定した l次発酵処理を行った。条件は温度60"C湿

度70%、期聞は 4週間に設定した。 l次発酵終了後、高

温期後の低温期を想定した 2次発酵処理を行った。条件

は30"C3ヶ月間とした。いずれもインキュベータ内で行

なった。これらのモデル堆肥を凍結乾燥・粉砕し試験に

供した。

(2) 堆肥分析

粗灰分は6oo"C 2時間の灰化法で測定した。燃焼熱は

カロリーメータ (y，M 一燃研式デジタル熱量計)で測定

した。全窒素含量と炭素含量は乾式燃焼法 (スミグラフ

NC-90A)で測定した。いずれも 135"C2時間の熱乾燥法

で2次乾物率を求め、乾物当たりに換算した。

(3) 植物に対する影響の検定

堆肥 (乾燥粉砕物)O，35gと種まき用培土(さし芽種ま

きの土:菊池産業株式会社)6，7gを混合し、セルポット

に入れ、コマツナ (夏楽天)を4粒播種し、ろ紙により

下部からi甚水し、蛍光灯下で25"C6日間栽培した。栽培

は3反復以上で行なった。終了後、発芽した全コマツナ

の下匪軸長と根長を測定し、対照区 (培土のみ)の草丈

+根長を100とした指数で生育を評価した。

(4) 堆肥の土壌中における窒素・炭素動態

ガラス繊維ろ紙法6)を用いた。風乾した黒ボク土壌20g

と堆肥 (乾燥粉砕物)5 gをガラス繊維ろ紙に包み、黒

ボク土壌に 3連で埋設した。埋設は2003年4月4日に行

い、埋設 1ヶ月、 2ヶ月、 3ヶ月、 4ヶ月、 1年後に取

り出し、全窒素・炭素を乾式燃焼法で測定し、対照区と

の差し引きから窒素 ・炭素残存量を求め、窒素 ・炭素分

解率と残存物 C川比を算出した。

表 1 混合割合

現物混合比 乾物混合比 初期
水分

生ふん凍結乾燥ふんモミガラ モミガラふん % 

モミ多区 100 

モミ中区 1∞ 
モミ少区 1∞ 

O 

7 

31 

23 

60 40 70 

45 55 70 

30 70 70 14 15 
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結果と考察

(1) 堆肥化中における分解と発熱量

組灰分と燃焼熱を測定し、粗灰分量は堆肥化しでも変

化がないという前提の基に堆肥化期間中の乾物分解率と

発熱量を算出した(表2)。 乾物分解率はモミガラ割合が

低いほど大きく、また、 2次発酵期間より 1次発酵期間

の方が大きいという結果であった。乾物 1kgあたりの発

熱量は分解率と同様に、モミ少区がモミ多区の 2倍近い

数値で、モミガラ混合割合が低いほど、発熱量が大きい

という結果であった。

さらに、モミガラとふんの分解率は混合割合が異なって

も変化がないと仮定し、乾物混合割合と分解率から、モ

ミガラとふんそれぞれの分解率と発熱量を推定した。具

体的にはモミ多区とモミ少区のデータを用い、以下のよ

うな 2元方程式を解くことで求めた(表 3)。

l次発酵の場合

60x/1∞+40y/1oo=16，2 x :モ ミガラ分解率%

30x/1oo+70y/loo=30，8 y :ふん分解率%

その結果、 l次発酵期間中のモミガラの分解率は 3%、

ふんの分解率は45%、2次発酵期間ではそれぞれ 2%、

6%であった。また、 l次発酵期間中のモミガラの発熱

量は okcal/kgDM、ふんの発熱量は2294kcal/kgDM、2

次発酵期間ではそれぞれokcal/kgDM、276kcal/kgDMで

あった。これは堆肥化しでもモミガラはほとんど分解せ

ず、堆肥化期間中の発熱はほとんどふんの分解によるも

のであるということと、 2次発酵期間中は分解量および

発熱量が少ないことを示す。

表 2 各発酵期間の乾物分解率と発熱量
、

乾物分解率% 発熱量 kcal/kgDM

l次発酵 2次発酵 l次発酵 2次発酵
終了まで 終了まで 終了まで 終了まで

モミ多区(60:40) 16，2 23，0 822 1094 

モミ中区(45:55) 23，6 27，0 1215 1392 

モミ少区(30:70) 30，8 36，8 1558 1832 

表 3 各発酵期間の乾物分解率と発熱量

分解率%

l次発酵期間 2次発酵期間 計

モミガラ 3 2 5 

ふ ん 45 6 51 

発熱量 kcal/kgDM

11次発酵期間12次発酵期間

nu 

計
一

O
一
日q

L
 

O 

2294 

O 

276 
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(2) 植物に対する影響

作製した堆肥の植物に対する影響をコマツナを用いて

調べた (図1)。その結果、モミ混合割合が少なくなるに

つれ指数が小さくなったが、これは ECの影響が原因の

lつにあると考えられる。しかし、堆肥化期間が及ぼす

影響は各区とも同様な傾向にあった。堆肥化開始時

は明らかに低かったが、 1次発酵と 2次発酵の比較では

いずれの区も 2次発酵区が若干小さい数値であった。塩

類濃縮による ECの上昇を考慮すると、 1次発酵と 2次

発酵の生育は同程度であると考えられる。このことから、

l次発酵と 2次発酵は植物生育障害に関しては差がない

と考えられた。
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(3) 堆肥の土壊中における窒素・炭素動態

作製した堆肥の土壌中における窒素 ・炭素動態につい

て検討した。作製した 6種の堆肥 (表 4)を凍結乾燥・

粉砕後、ガラス繊維i慮紙法で埋設し、窒素・炭素分解率

と残存物 C/N比を算出した。

窒素分解率の推移を図 2に示した。モミ多区に極めて

特徴的な動きがみられた。 l次発酵、 2次発酵とも埋設

1ヶ月後には10%近く分解つまり窒素を放出していたが、

2ヶ月後と 3ヶ月後には分解がマイナスつまり窒素を吸

収していた。この 1ヶ月目と2，3ヶ月目の聞の差である

15%程度の窒素吸収が特徴的で、モミ多区は堆肥化期間

40 

30 
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・・企・・2次モミ多区 ・0 ・-2次モミ中区 ・4 ・・ 2次モミ少区

図 1 植物 (コマツナ)の生育に対する影響

にかかわらず、施用直後は窒素を放出するが、その後ゆっ

くり窒素を吸収するという途中からの窒素飢餓の可能性

が示唆された。 モミ中区は 3~4 ヶ月まではあまり変化

がなく、モミ少区は分解率に大きな差はあるものの窒素

吸収はほとんどなかった。このように窒素の動態に関し

ては、モミ多区で窒素吸収がみられ、また堆肥化期間よ

り混合割合の影響が大きかった。

炭素分解率の推移を図 3に示した。いずれも直線的に

分解していたが、窒素動態とは異なり分解率は混合割合

(モミ多区、モミ中区、モミ小区)ではほとんど差はな

かった。しかし堆肥化期間により差がみられ、 l次発酵

は2次発酵より常に10%高い数値で推移していた。この

差は 2次発酵期間中の有機物分解の差によるものと考え

られる。このように窒素の動態とは異なり 、炭素の動態

は堆肥化期間に影響されていた。

残存物の C/N比の推移を図 4に示した。いずれも埋設

時間に伴い減少し、 15程度の一定値に収束していた。モ

ミ多区で窒素吸収がみられたのは図中に示した位置にあ

たる。高い C/N比からの比較的急激な減少と窒素吸収は

関係がある ように思えるが、この点については今後の検

討が必要である。
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図3 土壊中での炭素分解率の推移
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(4) まとめ

混合割合・堆肥化期聞がモミガラ ・乳牛ふん堆肥に及

ぼす影響を要約し表5に示した。土壊中の分解において、

混合割合と堆肥化期間がそれぞれ窒素と炭素の動態に及

ぼす影響の大きさが異なっているのが特に特徴的であっ

た。モミガラ混合割合が高いと施用後途中からの窒素飢

餓が起こりうると考えられるので注意が必要である。

堆肥化時において分解率・発熱量は混合割合に影響さ

れ、モミガラはほとんど分解 ・発熱しないことから、安

全性衛生的安全性 ・取り扱い向上のために発熱量を上げ

るには、ふんの混合割合を上げることが重要と考える。

しかし、ふんの割合が多いほど水分が高くなるとともに

通気性が悪くなり嫌気発酵しやすくなるので、ふんやモ

ミガラの低水分化等により、混合時の水分を下げること

が重要である。これは先に述べた窒素飢餓の回避にもつ

ながる。

また、 1次2次で植物生育障害に差がみられなかった

こと、堆肥化期聞が窒素動態に及ぼす影響は小さいこと、

ふん混合割合が高いと窒素飢餓の可能性は低いことから、

水田とは違い有機物分解があまり問題とならない畑地施

用の場合、ふんの混合割合が高ければ堆肥化期間は l次

発酵(1ヶ月間程度)で十分であることが示唆される。

表4 各項目に対する混合割合と土佐肥化期間の影響

堆肥化時 土壌中での分解
生育障害

分解率 発熱量 窒素 炭素

混合割合 大 大 大

開始~ l次~

堆肥化期間
l次 2次

大
大 なし

大:影響大きい小:影響小さい なし:影響なし
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