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ノート

廃オカラの添加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*

村上圭一 1・鈴木啓史 1.加藤宜人 2

キーワード 病害抑制堆肥.廃オカラ，Bacillus，乳牛ふ

ん土佐肥

1 はじめに

近年，環境保全型農業が進む中で化学合成農薬の使用が

削減されつつある.これまで，作物の土壌病害，土壌害虫・

雑草の防除に臭化メチル剤， クロルピクリン剤などの土壌

くん蒸剤が多用されてきたが 臭化メチルはオゾン層破壊

物質として 2005年度から原則，不可欠な場合をi捺き使用

が禁止された. このような背景のもと生産現場では，農薬

に依存しない新たな土壌病害防除技術の開発が強く求めら

れている.しかし臭化メチルのように土壌病害などに効

果の高い防除法は未だ確立されていない現状にある，

資源循環型社会への転換意識が高まり，堆肥などの有機性

廃棄物を利用した土壌管理技術がより一膚重要となってい

る.最近では，土壌理化学性の改善を主眼とした従来の堆

肥利用だけではなく，堆肥中肥料成分の増加傾向を背景と

した肥料的利用や土壌病害抑制効果など，新たな機能を付

与するための研究が盛んに行われている.

これまで，筆者らは安定した土壌病害防除効果を有す

る堆肥製造技術の開発に取り組み，乳牛ふん成中に存在

する病害抑制Bacillus属菌を堆肥化過程で増殖させる

技術や堆肥の園場への 10t ha-J施用によるアブラナ科野

菜根こぶ病に対する発病抑制効果について報告した(村

上ら.2006;鈴木ら， 2008;村上ら， 2010a;村上ら，

2010b) .堆肥中での病害抑制Bacillus属菌の増殖には，

乳牛ふん尿に植物油製造工場から排出される廃白土を添加

後，密閉縦型発酵装置で高温発酵させ，得られた堆肥を牛
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舎内で敷料として循環利用する(以下，震し堆肥方式と記

載)システムが有効である(村上ら， 201Ob). 

これは，病害抑制Bacillus属菌の基質となる油精を含む

廃白土の添加と密閉縦型発酵装置内における 700C以上の

高温による地の中温菌の死滅という，病害抑制Bacillus属

菌の優占的増殖が期待できる環境が戻し堆肥方式により繰

りi反されることによる. この堆肥製造技術を現地音産農家

で1年間検証したところ，堆肥中で病害抑制Bacillus属菌

の増殖が確認されたが，その菌密度は 107g-lから 109g-l 

で大きく変動した(村上ら， 2010b). 一方， トマトネ良腐

萎調病を対象病害とする場合，土壌中における病害抑制

Bacillus属菌密度が 106g-l以上必要であることが幼植物

試験結果から推定されている(鈴木ら， 2009). 堆肥施用

量が 10tha-1の場合，土壌によって菌密度が約 100倍に希

釈されることを考慮すれば J間巴中の病害抑制Bacillus属

菌密度を常時108g-J以上に高位安定化させる必要がある.

そこで，前記の畜産農家で開き取り調査をおこなったと

ころ，堆肥の一次貯留時に飼料残誼である廃オカラを添加・

混合している時期があり，廃オカラを添加していない時期

と病害抑制Bacillus属菌密度の低下時期が一致すること

が判明した.なお，手L用牛においては，生乳生産効率の向

上を図るため，従来から輸入穀類を中心とした濃厚飼料が

利用されてきたが，近年低コスト生産や資源循環型農業

推進の観点から，廃オカラなどの食品製造副産物を TMR

(Tota! Mixed Ration) として効率的に利用することが進

められている(関ら， 2000). 

そこで，本報では麗オカラの牛ふん尿への添加が病害抑

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.

2.材料および方法

1)廃オカラの添加が堆肥中のβacillus属躍の増殖に及

ぼす影響(小規模試験)

現地畜産農家から採取した一次貯留前の牛ふん尿(敷料

として利用した戻し堆肥に排せつ直後ふん尿が混合したも

の)を供試して小規模試験を行った.供試牛ふん尿の含水

率は 83.6%，化学性はpH(lliO) 6.8， EC2.11dS m-J ， 

乾物あたり全窒素22.1gkg-J，全炭素 408gkgωlであった.

供試牛ふん尿現物40kgに廃オカラ(現物)を添加割合

(重量比)で 10%，15%，20%となるように添加・混合した.

対照として無添加区を設けた.箆オカラは合水率 75.6%，

化学性(乾物あたり)は，全窒素 43.6g kg-1，脂質合有

量73gkg“lであった. これらを現地畜産農家の一次貯留

捕を想定したプラスチック製バット(容量:140 L)に堆

積・充填し， 3日間 (72時間)静置した.静置培養期間

中，堆肥の中心部の温度を温度測定機器(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臼毎に堆肥をプラスチック製パット内より無作為に

異なる 3箇所から採取し，分析用試料とした.試料中の脂

質含有量は，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.培養前後の試料は，油脂



310 日本土嬢肥料学雑誌第 82巻第4号 (2011) 

資化性紹菌選択培地(加藤ら， 2004)を用いて，病害抑制

Bacillus属菌密度を希釈平板法により測定した.培地の組

成や病害抑制Bacillus属菌の判定方法などは前報(村上ら，

2010b) と同様におこなった.なお，本試験は3回繰り返

して実施した.

2)現地実註試験

乳用牛 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(コンポ富士SK65型，三友

機器製)を有し，かっ廃自士ーを 15%添加し，戻し堆肥方

式をおこなっている現地畜産農家で廃オカラ添加の実証試

験を実施した。すなわち，フリーストール牛舎から排出さ

れる牛ふん尿に重量比 15%程度の廃オカラをホイルロー

ダーで添加・混合後，一次貯寵槽内で38間堆積して，そ

の後密閉縦型発酵装震に一次貯留物と廃白土を混合後，投

入する作業を依頼した.廃オカラの添加割合は，農家が記

録した容積比と適宜測定した容積重から算出した.なお，

その他のi間巴イヒ条件は前報と同様とした.2009年4月から

2ヶ月毎に密閉縦型発酵装置出口より採取した牛ふん堆肥

中の病害抑制βacillus属菌密度を前記方法で測定した.1 

年間廃オカラの添加を灘続した後， 2010年4月より 1ヶ

月間添加を中止し，菌密度に対する影響を調査した.

3.結果および考察

1) 魔オカラの添加が一次貯留時の温度と病害抑制

Bacillus属菌密度に及ぼす影響

小規模試験 (3日間)における堆肥の品温は，いずれの

添加割合においても試験開始時の 30
0

Cから緩やかに上昇

し 12時間後には600C程度の高温となった.その後，廃

オカラ 10%添加では72
0

C， 15%添加では75
0

Cに達し

その後は低下して 48時間以降には 300C前後になった.す

なわち，堆肥の品温は牛ふん尿に対する廃オカラの添加

割合に対応して高くなる傾向を示した(図1).また，堆

肥中の脂質含有量は，廃オカラの添加割合にかかわらず，

12時間後には添加直後の 40%程度まで減少した.また，
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図1 廃オカラの添加が牛ふん堆肥中の脂質含有量および品温に

及ぼす影響
*図中のまま線は，襟準誤差 (n=3) を示す.
*凡例の濃度%は廃オカラの添加割合(重;長比)を示す.

脂質含有量の低下に対応して堆肥の品温は上昇し， これら

の傾向は，前報(村上ら， 2010b) の蕗自土添加時と同様

であった.

牛ふん尿中の病害抑制Bacillus属菌密度は，牛舎からの

搬出直後で5.3X 104 g-lであるのに対して，一時貯留な想、

した添加・混合3日 (72時間)後には廃オカラ 10%添

加で2.3X 106 g-lと増加し 15%添加では最も高く 2.3

X 107 g-lまで増大した(図 2). また，前報において嬬害

抑制βacillus属菌の生育に好適な品温(36~ 40T)となっ

た 12時間後に堆肥中の脂質合有量が著しく低下した事象

と，本試験における品温上昇および堆肥中の脂質含有量低

下状況が一致した. この病寄抑制Bacillus属細閣は，油脂

資化能を有するので，廃オカラ中に含まれる脂質を基質と

して増殖したものと推察された.フザリウム菌などに対し

て抑制効果を示すBacillussubtilis NB22も，乾燥オカラ

を基質とした同体培養で増殖することが知られている(中

山ら， 1994)。

したがって，牛ふん堆肥中の病害抑制Bacillus菌密度の

高位安定化のためには，廃オカラ 15%添加が有効で、ある

ことが明らかとなった.

2)廃オカラの添加が牛ふん堆肥中の病害抑制Bacillus

属菌密度に及ぼす影響(現地実証試験)

現地畜産農家で実施した廃オカラ添加後の病害抑制

Bacillus属菌密度は¥，、ずれの調査月においても 108g-l 

以上の高濃度であった(閣 3).本試験では，小規模試験

の結果から，廃オカラの添加割合を 15%程度に設定した

が，実際の添加割合は 8~12% と i揺があり，また 15% を

下泊った. しかし，病害抑制Bacillus属菌密度の推移に大

きな影響は認められなかったことから，必ずしも 15%添

加が必須条件ではなく， 10%程度添加すれば良いと考え

られた.また， 2010年4月から廃オカラの添加を中止し

たことにより，牛ふん堆肥9コの病害抑制Bacillus属議密度

は， 3.4 X 107 g-l ~こ低下し 108 g-lを下回った.
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図2 一次貯留時の廃オカラ添加が牛ふん尿中の病害抑制

Bacillus属菌密度に及ぼす影響

*図中の垂線は，標準誤差 (n=3) を示す.
*図中の間一アノレファベット聞にはTukeyの多重検定により 5%
水準で有意義なし

*牛ふん尿は，数料として利用した戻し堆肥に排せつ夜後ふん尿

が混合したもの.
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図3 廃オカラの添加が堆肥中における病害抑制βacillus属萄密

度の月1I1J変動に及ぼす影響

*関中の垂線は，標準誤差 (n=3)を示す.

*廃オカラの添加は 2010i:!三4月よりヰ'Jとした.

以上のことから，牛ふん堆肥中の病害抑制 βacillus属

関密度の高位安定化のためには，一次貯留時に廃オカラを

10%程度の割合で添加する必要があることが示された。

本研究では，廃オカラが現地畜産農家で箆用されていた

ため廃オカラに限定したが，安価な脂質含有廃棄物であれ

ば同様の効果が得られると期待される. しかし，魔オカラ

に含まれる脂質以外の成分が病害抑制!Bacillus属菌の増

砲に関与している可能性は否定できないので，他の脂質含

有魔棄物を利用する場合には，その効果を確認する必要が

ある.また，小規模試験において，廃オカラの添加後3日

間で病害抑制Bacillus属菌が増殖したことから，出荷前

の完成堆肥に廃オカラを添加・堆積することで，病害抑制

Bacillus属議密度がより高位に安定化した堆肥を服売する

ことも可能と考えられ，堆肥の品位安定化にも繋がると期

侍される.

4. まとめ

牛ふん尿への箆白土添加と密閉縦型発酵装置による堆肥

化，ならびに戻し堆肥方式を組み合わせることで，病害抑

制Bacillus罵菌を人工接種することなく堆肥中で増殖さ

せることが可能であるが，病害抑jj]iJ効果が期待できる最

少菌密度 108g-l以上の堆肥を安定して製造するためには，

さらに重量比 10%程度の廃オカラを一次貯留持に添加す

る必要があることが本研究によって明らかとなった.前報

と本報で、得られた知見を集約した病害抑制堆肥の製造シス

テムを国 4に示した.今後，本システムで製造された犠肥

のトマト根腐萎凋病等の土壌病害に対する発病抑制効果を

実規模の闘場栽培試験で確認する必要がある.なお，本技

術は農薬登録を受けない限り農業生産現場で使用すること

はできない.
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間4 病害抑制Bacillus属菌が高位安定化する牛ふん堆胞の製造

システム
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