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廃白土の混合と戻し堆肥が堆肥中に存在する病害抑制Baci似s属菌の

増殖に及ぼす影響*

村上圭一1・鈴木啓史1.加藤直人2
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1 .はじめに

近年，農業の持つ物質循環機能を活かし，生産性との調和

などに留意しつつ，土づくりを通じて化学肥料あるいは農薬

の使用削減などによる環境負荷の軽減に配癒した持続的な農

業，いわゆる環境保全型農業の推進が重要となっている. と

くに環境保全型農業の実施にあたり生産現場におけ‘る重要性

が高い事項として，化学合成農薬に依存しない作物病害妨除

技術の開発が多方面より進められている.従来多用されてき

た臭化メチルは2005年度をもって，不可欠用途を除き全魔

された.国や都道府県の研究機関ではこれらに替わる資材な

どの研究開発を行ってきたが，現在までのところ臭化メチル

のように土壌病害，線虫，雑草のいずれにも効果の高い簡易

な前除方法は確立されていない. しかしながら，いくつかの

有望な薬剤や防除方法が確認されており，その一つに， コン

ポスト(堆肥)などの有機物資源を活用した土壌管理技術が

挙げられる.一方，市場ではさまざまな有機土壌改良資材が

販売されているほか，資掠循環を目的として家畜ふん尿や生

ごみなど多様な有機性廃棄物を素材にした堆肥が製造されて

いる.堆肥が作物病害防除を含め今後一罵有効に活用される

ためには，特定の働きをもった機能性堆肥の研究開発が活発

化される必要がある.

これまで有機物施用と作物病害， とくに家畜ふん堆肥の

施用と土壌病害発生の関係については多くの事例が報告さ

れている.たとえば，フザリウム病菌に起関する土壌病害

に対する乾燥豚ぶん堆肥の効果(鈴木ら.1984)や，キュ

ウリつる割病とトマト萎凋病に対して鶏ふん堆肥の施用効

果が認められた事例(上回ら.1990)などがある.一般に，

果菜類への家畜ふん;堆肥の施用は，各種病害の軽減効果が

高いが，葉菜類は必ずしも軽減されない.塊茎類や根菜類

は，各種病害が多発する傾向が強いなどの事例が詳細にと
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りまとめられている(松悶.1981).また，有機物施用に

より土壌徴生物フロラを変化させて土壌病害を抑制する研

究も行われている(雨宮.2007). しかしそれらのほと

んどが事例報告に過ぎず，作物病害の発生あるいは抑制に

影響を及ぼす要因や機作などについては明らかにされてお

らず，安定した病害抑制効果を得るには歪っていない.正

田ら(1993)は，土壌やパーク堆肥あるいは家畜ふんなど

のコンポストに添加したβacillus属菌がフザリウムやリ

ゾクトニアなどの病原菌に起因する作物病害に対して抑制

機能が発揮されることを示している.また，中崎ら(1997)

も，芝草病害を防除するコンポストを作成するために，

草病原菌に対する抑制細菌をコンポスト原料に接種する方

法を試みている. この試験ではストレプトマイシン耐性株

(Bacillus subtilis N4-1)を用いて生成したコンポストに

は，芝草病原菌を抑制する効果が認められたことを報告し

ている.しかしこれらはBacillus属議をパーク堆肥や下

水汚泥などのコンポストに人工接種する試みであり， コス

ト菌などの問題から実用化されていない.

著者らは，家畜ふん堆肥の新しい利用法として作物病害

に対する抑制効果を堆肥に付加するための研究を開始し，

三重県内のさまざまな家畜ふん堆肥を作物病原菌と対崎

培養させ，その抑制効果を調査した.その結果，一部の密

閉縦型発酵装置で、生産された牛ふん堆肥中から図 1のよう

にトマト根腐萎凋病菌 (Fusariumoxysporum f.sp.radicis-

lycopersicDに対して詰抗能を手ぎする Bacillus属菌(以下，

病害抑制Bacillus属菌という.)の存在を見出した(鈴木ら，

図 1 トマト根腐萎凋病菌に対する堆肥中から分

離した病裳抑制Bacillus属菌の措抗作用

友 :F oxystorum.右:病害抑制Bacillus属菌対持
培養 (PDA培地上で3日目)
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2008). この堆肥は，含水率の高い牛ふんの発酵促進を目

的に油脂含有量の高い廃白土を混合して密閉縦型発酵装置

で生産されている(富沢ら， 1994). 病害抑制Bacillus属

菌は，油脂資化性細菌選択培地上で生育することから，廃

白土が栄養源として増殖に寄与した可能性がある.廃白土

は植物油製造工場において搾油後の脱色工程から排出され

る副産物である.この病害抑制Bacillus属菌の堆肥中にお

ける菌密度は 106gl程度であったが(村上ら， 2006)，作

物病害の抑制効果を得るためには，土壌中の菌密度が 106

g-l以上必要であると推定されている(鈴木ら， 2009). 一

方，牛ふん堆肥の多量施用により土壌中にカリウムなどが

蓄積することが懸念されているため， 10tha-1程度の堆肥

施用量で病害抑制効果を得ることが望まいんこの場合，

土壌により菌密度が約 100倍に希釈されることを考慮する

と，安定した病害抑制効果を得るためには堆肥中における

病害抑制Bacillus属菌密度を 108g-l以上に高濃度化する

ことが必要となる.

そこで本研究では，牛ふん堆肥における Bacillus属菌

の安定した高濃度化技術の確立を目指し，廃白土の混合割

合や戻し堆肥が堆肥中に存在する病害抑制Bacillus属菌

の増殖に及ぼす影響について検討したので報告する.な

お，本報は正田ら(1993)や中崎ら(1997)が報告した

Bacillus属菌を有機質資材へ接種する方法とは異なり，元

来堆肥中に生息する Bacillus属菌の性質と現状の堆肥化

施設を利用することによって，低コストで効率よく増殖さ

せる省資源型の実践技術を提案するものである.

2. 材料および方法

1)小型発酵装置を用いた病害抑制Bacillus属菌の堆

肥中における増殖試験

現地畜産農家Aから採取した排せっ直後の牛ふんを供

試して小型発酵装置による堆肥化試験を行った.供試牛ふ

第 81巻 第 4号 (2010) 

んの化学性(乾物あたり)はpH(HzO)6.9，EC2.05 dS m-l， 

T-N 23.4 g kg-l， T-C 412 g kg-l，含水率 82.4%の排せっ

直後ふんであった(表1).

供試牛ふん現物 4kgに植物油製造工場から排出された

廃白土を重量割合で 10%，15%， 20%となるようによく

混合した.廃白土の化学性(乾物あたり)は，全窒素1.7

gkg-l，脂質含有量414gkg-1，含水率4.42%であった. こ

れらを図2に示した小型発酵装置(容量:121)に充填し，

底部より強制通気(通気量:0.4 L min-1) を行い，装置内

の撹持羽を 1時間あたり 4回転させ， 7日間連続して稼働

させた.堆肥化期間中，堆肥の品温を温度測定機器(小型

防水データロガー TR-51S， T&D社製)により測定する

とともに， 1日毎に堆肥の一部を採取し，堆肥中の脂質含

有量をエタノール・ベンゼン混液抽出法(日本土壌協会，

2000) により測定した.堆肥は，装置内より無作為に異

なる 3地点から採取し分析用試料とした.堆肥化前後には，

油脂資化性細菌選択培地(加藤ら， 2004)を用いて，病害

a 

d / 
b 

図2 小型発酵装置概要

a:断熱材， b:発酵槽， C:撹狩棒， d:温度測定機，

e:エアーポンプ， f:フローメータ g:排気口

表 1 供試堆肥等の化学性

(乾物あたり)

pH EC T-N T C 含水率

(H20) (dS m-1
) (gkg-1

) (%) 
畜産農家 A(排せっ直後ふん 6.9 2.05 23.4 412 82.4 

畜産農家A(生産堆肥 7.8 3.23 16.6 251 20.3 
畜産農家 B (生産堆肥 7.4 4.93 11.9 288 11.2 
畜産農家 C(生産堆肥 10.1 4.73 5.4 155 62.3 

*本化学性は，現地実証試験のデータを示した

表 2 牛ふん堆肥中から分離される Bacillus属菌の特性

Bacillus属菌 1Bacillus属菌2

コロニ一色 乳白色 白色
コロニー形状 クレター状 羽毛状

カタラーゼ活性 + 十

グラム染色 + + 
細胞形態 梓菌 梓菌

芽胞形成 十 + 
括抗能 十

Bacillus属菌3

乳白色(赤含む)
液状

+ 
+ 

梓菌

+ 

*桔抗能は， トマト根腐萎凋病菌に対する生育抑制j能を示す

「



村と・鈴木・加藤:廃白土の混合と戻し~í胡巴が堆肥中に存在する病害抑制Bacillus属弱の増殖に及ぼす影響 345 

廃白土
(1.5m3/日)

フリーストール牛舎

搬出ふん(10m3/B)

f戻し堆1巴1

¥.16m3lBJ/ 

見守処理(系外)

‘(10.5m3/3臼)

1Z13 現地資産農家における:li~肥化試験概要

関中の( )内は各工程の資料容積 (1機あたりに換算)

を示す.本概要は音産農家Aにおける行程である

抑制Bacillus属蕗密度を希釈乎板法により測定した.油脂

資化性細菌選択培地 (Lあたり)はトリプトン 10g，ペプ

トン 10g，酵母エキス 3g，肉エキス 3g，トリブチリン 10g，

塩化ナトリウム 5g，寒天20gで構成される.

なお，油脂資化性細菌選択培地に出現する細菌は，松田

ら(1985) の方法に準じて， グラム染色，カタラーゼ、活

性，光学顕微鏡による縮胞形態観察と芽胞形成能の有無を

調査した結果，何れも Bacillus属菌であることが確認され

た(表2). 次に，通常希釈平板法は30"-'300程度出現し

ているコロニーの希釈段階で計測するが，Bacillus鼠菌

のコロニーが大きいため，次の希釈段階に出現する全ての

Bacillus属菌のコロニー(王子均 2"-'8個程度)についてプ

レート試験によりトマト担腐萎凋病菌と対 11侍培養をした結

果，明瞭な詰抗作用が認められた.そこで，後述する現地

実証試験を含めた各試験においては，菌密度測定後に同様

の対峠培養試験を行い， トマト根腐萎調病菌に対する拍抗

能の観点からも病害抑制Bacillus属菌であることを確認

しfこ.

供試牛ふん現物 2kgに廃白土を重量割合で 15%混合し

たものに，前記試験(廃白土 15%混合)で堆肥化を終了

した牛ふん堆肥(戻し堆肥)を重量割合で50%となるよ

う混合し小型発酵装置に再び充填，前記条件により堆肥

化を 7日間連続して行った.堆肥化終了後には，前述と同

様に病害抑制Bacillus属菌密度を測定した.小型発酵装置

を用いた再増植試験(廃出土混合割合および戻し堆肥効果

の検討)のくり返しは3回とした.

2)現地実証試験

三重県内において密閉縦型発酵装置(コンポ富士SK65

型，三友機器製)を有し，かつ廃白土の添加を行ってい

る畜産2農家(廃白土 15%混合)を対象に，発酵装置出

口より 2008年 2月に採取した牛ふん堆肥中の病害抑制

Bacillus属菌密度を前記方法と問様に制定した.対象農家

Aは，乳牛 120頭規模，フリーストール牛舎および堆肥化

施設として密閉縦型発酵装置4機を有し県内でも有数の

酪農経営を営んでいる.農家Bは，乳牛80頭規模，フリー

ストール牛舎および密閉縦型発酵装置 1機を有している.

また，一般的な堆肥化処理法である開放撹持発醇方式を採

用している畜産農家Cで生産される牛ふん堆肥(副資材と

してオガクズ混合，廃白土の混合なし)を比較対照として

用いた.

次に，戻し堆肥添加効果を検討するため調査対象農家A

に依頼し， 2008年 3月より密閉縦型発酵装置 (65m3) で

1日あたり 8m3生産される前記牛ふん堆肥の 75%をフ

リーストール牛舎に戻し(以下，民し堆肥という.)，敷料

として利用した(関 3，表1). フリーストール牛舎内では，

牛の運動等により新鮮牛・ふんと戻し堆肥(数料)が混合さ

れる.フワーストール牛舎に戻し堆肥を敷料として買いた

8時間後，牛舎から戻し堆把混合牛ふん(1機あたり 10

m3
) を一次貯留槽に搬出し，廃白土を 15%混合(1.5mり

した.3日後，密開縦型発酵装置に一次貯留混合物を投入

し， 7日間連続堆肥化(投入は3臼毎に，披出は 1日毎に

行う方式.)した.一次貯留前および堆肥化前後の牛ふん

堆肥中に存在する病害抑制Bacillus属菌密度についても

前記方法と同様に測定した.さらに，総生菌密度を一般細

菌分離培地により測定した.一般細菌分離培地 (Lあたり)

は肉エキス 10g，ポリペプトン 10g，域化ナトリウム 3g，

寒天 15gで構成される培地である.本試験では，比較対

照として畜産農家 Cで生産される牛ふん堆肥中の病害抑

制Bacillus属菌密度および総生菌密度の測定も行った.

音産農家Aにおいては，引き続き廃白ことの混合と民し

堆肥を利用した一連の堆肥化処理を連続して行い，密閉縦

型発酵装置から生産された牛ふん堆肥中に存在する病害抑

制Bacillus属菌密度の月加変動を，フリーストーノレ牛舎内

に戻し堆肥を敷料として利用し始めた 2008年 3月から 1

年間追跡した.また，比較対照として畜産農家B (新鮮ふ

んに箆白土 15%混合し 戻し堆把なし)から生産される

牛ふん堆肥中の病害抑制βαcillus属菌密度についても併

せて 1年間調査した.

3.結果

1 )廃白土の混合割合が堆肥の品温および脂質含有量

に及ぼす影響

小型発酵装置を用いた試験では堆肥の品温が，試験開

始時の 340Cから緩やかに上昇し， 12時間後には65
0C以

上の高温となり，廃白土 10%混合では3日目に最高温度

70
0

C， 15%混合では 80
0

Cに達した.すなわち，牛ふんに

対する廃白土の混合割合が高くなるほど堆肥の品温は上昇

する傾向を示した(岡 4). 蕗白土20%混合では，処理2

日目より 80
0

C以上の高温を示し， 3民自には 100
0

Cとな

り，小型発酵装置内から白煙が生じたため以後の試験を中

止した.

牛ふん;堆肥中の残存脂質合有量は， :h佐肥品温の上昇に伴

い低下する傾向にあった. とくに品温上昇が著しい処理l

日目 (24時間以内)には，いずれの混合割合においても

処理前に比べ 50%程度の低下傾向を示した.試験を中止
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した 20%混合以外は，その後処理日数が進むにつれ脂質

含有量がそれぞれ漸次減少し 4日目以降は30g kg-1で

ほぼ一定となった.

2)廃白土の混合割合が牛ふん堆肥中の病害抑制

Bacillus菌密度に及ぼす影響

小型発酵装量における試験では，牛ふん等の混合材料

(原料)中の病害抑制Bacillus属菌密度は，試験開始前 5.3

X 101 g-lであったが箆白土 10%混合により 8.5X 105 g-l， 

15%混合では4.5X 106 g-lと箆白土の混合割合が高くな

るほど高濃度化した(図 5).20%混合では，処理中に白

煙が生じ，試験を中止したため菌密度の測定は行わなかっ

た一方，現地畜産農家から採取した牛ふん堆肥中の病害

抑制Bacillus属菌密度は，開放撹狩方式で製造される廃

白土混合なし堆肥(畜産農家C)で1.5X 101 g-lと低濃度

であったが， 15%混合堆肥(畜産農家 B，A)では6.0x 

106 g-lおよび2.0X 108 g-lと，小型発群装置試験問様に廃

白土の混合により高い菌密度であった. これらは， 2007 

年度に実施した現地調査と同様の結果であった(鈴木ら，

2008). 

3)廃白土の混合と戻し堆肥が牛ふん堆肥中の病害抑

制Bacillus属菌密度に及ぼす影響

小型発酵装震試験では，牛ふん堆肥への廃白土 15%混

合に加え戻し堆肥の導入により病害抑制Bacillus属菌密

度が4.5X 106 g-lから 7.5X 10i g-lと約 10fT5程度増殖した

(図 5).現地畜産農家Aで実施した同様の試験においても

戻し堆肥の導入により病害抑制Bacillus鼠菌密度は6.0x 

106 g-lから 2.0X 109 g-lに著しく増殖した.また図 6~こ示

したように，現地畜産農家A(密閉縦型発酵方式)試験に

おける一次貯留前後の総生菌密度は， 8.5 X 109 g-l "'-' 1.0 x 

1010 g-1と大きな変化がなかったが，密閉縦型発酵装置で

の!i悶巴化後には2.4X 109 g-1に低下した.一方，病害抑制

Bacillus属菌密度は一次貯留前6.0X 106 g-1であったが，

3日後には1.2X 108 g-1に増殖し堆肥化によりさらに2.0

X 109 g-1と一次貯留前の 300倍程度に増殖した.対照で

ある開放撹持発酵方式では J住日巴化前後の総生菌密度に増

減はなく，総生菌密度に占める病害抑制Bacillus属菌の割

合も低く，増殖は認められなかった(図 6). 

現地畜産農家で実施した戻し堆肥技術導入後の病害抑制

Bacillus属菌密度の月別変動は，廃白土 15%混合のみ堆

肥(畜産農家 B)では平均5.0X 106 g-l程度で推移した(図

7) .一方，廃白土 15%混合に加え，民し堆肥技術導入堆

肥(蓄産農家A)では， 9月などの一部の期間を除き，概

ね 108g-l以上の高い菌密度で推移した.
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図7 牛ふんJitDB中における病害抑制Bacillus属菌密度の月別変動

図中のま霊線は，標準誤差を示す.務産農家Aは，t更し堆胞の導入は3月より開始した.

4. 考 察

三重県内の牛ふん堆肥には堆肥化方式の相違に関わらず

病原菌に生育抑制効果を示すBacillus属菌が 10"g-l程度

存在することが確認されている.このことから病害抑制

Bacillus属菌は牛ふん堆肥中に常在する細菌であると考え

られる.しかし生産現場においてトマト根腐萎凋病菌な

どに生脊抑制効果を示すためには病害抑制Bacillus属菌

密度が少なくとも土壌中に 106g-l以上であることが必要

なため，必ずしも安定的な病害抑制効果が得られていな

い.一方，密閉縦型発酵装置による牛ふんの堆肥化におい

ては，牛ふんの合水率が80%と高いため，指質を多く含

む廃白土の添加が推奨されている.小型発酵装震で行った

堆肥化試験において，箆白土の添加量が多いほど病害抑制

Bacillus属菌密度が増加しまた現地畜産農家試験におい

ても一次貯留期間中に病害抑制Bacillus属菌の増殖が認

められたことから，病害抑制UBacillus嵐菌は廃白土中に含

有する脂質を基質として増殖したと考えられる. このこと

は，小型発酵装置試験で，病害抑制Bacillus属菌の生育に

好適な品温 (36~40T) である試験開始後 12 時間程度に
堆肥中の脂質合有量の低下が著しいこと，さらに4日目以

降70.C以上の高温条件となり病害抑制Bacillus属菌の菌

活性が低下するに伴い脂質合有量の低下が認められないこ

とからも示される.ただし廃白土混合20%では白煙が

生じたことから廃自土の混合割合には注意、が必要である.

密閉縦型発酵方式では一般的な開放撹枠発酵方式とは異

なる環境下で発酵が進むため，牛ふん堆肥の品温が急速に

70.C以上の高温になり，多くの徴生物が死滅すると考え

られる. このことは，図6で示したように総生菌数が堆肥

化前の約30%に低下したことからも確認された.一方，

病害抑制Bacillus属菌などのBacillus属菌は，生育環境

が恵、くなると内生胞子(以下，芽胞という。)になること

が知られている (Youngand Fitz-]ames， 1959). 芽胞は，

通常の綿菌と比べて極めて高温に強く， 100.Cの煮沸に

よっても完全には不活化することができない.このような

高温耐性を病害抑制Bacillus属菌は有するため， 70.C以

上の高温となる密閉縦型発酵装置内においても生残したと

考えられた.また，廃白土の導入により病害抑制Bacillus

膳菌の生育に必要な脂費などの基賓が供給され，かつ前記

のような高温条件により他の徴生物が潟汰されるような環

境に繰り返し置かれたことが，堆肥製造プロセスにおいて

病害抑制Bacillus属菌が優先的に増殖した一因になって
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いるのではないかと推察された.

本増殖法は，畜産農家の既存堆肥化施設と病害抑制

Bacillus属菌の性質を上手く利用したものであり，新たな

設備投資等を必要としない点あるいは，措抗微生物を人工

添加しなくて済む点においてコスト的メリットが大きいと

結論される しかし牛ふん堆肥中の病害抑制Bacillus属

菌密度が9月など一部の期間で低下しており， これらの低

下原因は未だ不明なことからも，病害抑制Bacillus属菌密

度の高位安定化にはさらなる検討が必要である.

図1のように， トマト根腐萎凋病菌に対して病害抑

制Bacillus属菌は阻止円が認められることから，Bacillus 

subtilis NB22と同様に抗菌物質を産出している(正田ら，

1993)可能性がある.

今後は， DNA解析により病害抑制Bacillus属菌を同定

し，その増殖特性や病害抑制メカニズムを明らかにするこ

とも必要である.

4，要約

堆肥化プロセスを制御することによって，土壌伝染性病

原菌に対して抑制効果を示すBacillus属菌を優先的に増

殖させ，高機能牛ふん堆肥を製造する方法について検討し

た.その結果，廃白土を牛ふんに添加することにより病害

抑制Bacillus属菌が増殖することを確認した.また，密閉

縦型発酵方式の高温条件下で病害抑制Bacillus属菌の優

先的な増殖が認められた.なお 増殖効果と堆肥化中の温

度制御の両面から，廃白土の牛ふんに対する適正な混合割

合は1O~15% であると考えられた.

廃白土 15%混合に加えて戻し堆肥方式を導入すること

により，小型発酵装置試験では病害抑制 Bacillus属菌密

度が7.5X 107 g-lに，現地実証試験では2.0X 109 g-lにま

で増加し年聞を通じて概ね 108g-l以上で推移した.

以上のことから，密閉縦型発酵方式における牛ふんへの

廃白土の混合に加え，戻し堆肥を組み合わせる一連のシス

テムを導入することで，完成堆肥中の病害抑制Bacillus属

菌が高濃度化することが明らかとなった.
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Effect of mixing waste clay and recycled compost on the proliferation of Bαcillus that control crop 

diseases 

Keiichi MURAKAMll， Hirofumi SUZUKll and Naoto KAT02 

1 Mie Prefecture Agricultural Research Institute， 2 National AgricultU1匂1Research Cente1 

This study aimed to produce a highly functional compost containing high concentrations of Bacillus that control crop 
diseases by managing the composting process. At a 10-15% mixing ratio of waste c1ay to dairy manure， the temperature 

ofth巴manurewas controlled well. By mixing in waste c1ay at this ratio， the disease-controlling Bacillus concentration was 
maintained at 10

6 
g-l in the manur巴compostof a local dairy farm. Exp巴rimentsusing a small vertical fermentation system 

show巴dthat by mixing waste c1ay and recyc1ed manure， the disease-controlling Bacillus concentration increased from _一一一to

7.5x10
7 
g-l. Using dairy farm manure in the fermentation system， we found that theBacillus concentration increased to 2.0x109 
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g-l and was maintained at >10
8 
g-l throughout the year. Our findings show that compost containing high concentrations of 

disease-controlling Bacillus can be produced in a vertical fermentation system by adding waste clay and recycled compost to 

the dairy farm manure. 

Keyωords: disease control compost， waste clay， recycled compost， vertical fermentation system， Bacillus 

(Jpn.]. Soil Sci. Plant Nutr.， 81， 343-349， 2010) 
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