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県内特産品の加工残濯を用いた

射出成形法による環境に優しい素材の開発

山崎慎磁*間留博司料五月女格林

Development ofForming Ecological Materials by Injection Molding 
合omBuckwheat Husk and Apricot Shell 

Shinya YAMAZAKI， Hiroshi OKADOME and Itaru SOTOME 

長野県産のアンズおよひ'ソパの加工残澄である，アンズの穏の殻およびそば殻を用いた生分解性育

苗ポットの製造条件について，検討を行った。試料はそれぞれハンマーミルで微粉砕後，澱粉素材と

混ぜ合わせてベレット牝し，市販の生分解性樹脂と混合して射出成形により育苗ポットを作製した。

育苗ポットの生分解性を調べるために，土壌埋没試験と引張試験を行った。その結果，作製した育苔

ポットはいずれも生分解性樹脂のみから作られたものより，生分解性が著しく向上していた。

キーワード:加工残漆，生分解性，脊苗ポット，射出成形，引張試験

1 緒雷

食品を加工する際には，取り除かれた非可食部や不要

部分が加工残澄として発生するため，それらの処分にい

ずれの食品関係業者も頭を悩ませている。

たとえば，長野県の特産品の一つであるアンズは，シ

ラップ漬けやジャム，飲料に加工し販売されているが，

その種が加工残澄として発生する。ある企業では年間130

トンのアンズを加工し，約25トンの穏が焼却処分されて

いる。種の殻の中にある仁(杏仁)は，有効利用に関する

研究も行なわれているが，殻については有効な利用手段

がないまま，大量廃棄されている状態である。

そば殻は県産のソノくからだけでも年間400トン以上発

生し，輪入ソノくから出るものを含めると，年間数千トン

にも達する。かつては枕の充填剤として多くの需要があ

ったが，今は土壌改良剤やキノコの培地として，少量使

われている程度である。

ところで，食品の加工残波の利用に関する研究事例と

して，残澄を混合した生分解性育苗ポットの開発がある。

この研究は，生分解性プラスチックあるいはコーングル

テンミーノレと乾操オカラ，キノコ廃培地等を混合し，射

出成形によってバイオマス由来の生分解性育高ポットを

製造する方法の開発を畏的としたものである1l。

本研究では，長野県の特産品であるアンズ?とソパの加

工残澄であるアンズの種の殻とそば殻を生分解性育菌ポ
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ットの原料とすることを目的とし，実瞭に作製した生分

解性育菌ポットの性状について検討した。

2 実験方法

2. 1 粉砕

アンズの種の殻やそば殻を育首ポットの混合原料とし

て利用するには，細かく粉砕されている必要がある。そ

こでまず始めに，これらを微粉砕する条件について検討

した。

アンズの種の殻は杏仁を取り出すために苦手iられてはい

るが，破片の一つ一つが大きく，非常に硬いため，まず

2軸スクジュー粉砕機(閥スエヒロ日M，ES-IOO)に投入

して粗粉砕を行った。処理量は1分間当たり 600gとした。

続いてハンマーミル(側吉田製作所， 1018-S-3)にそば殻

と粗粉砕したアンズの種の殻を，それぞれ投入して微粉

砕を行った。処理量はいずれも1分間当たり200gとした。

微粉砕した試料は，レーザー回折式粒度分布測定装置

(樹島津製作所， SALD-2100)で粒度分布を測定した。各

試料粉末の粒度分布を菌 1に示す。

2. 2 ペレツト成形

粉末比した試料を，ポテトスターチあるいはサツマイ

モ澱粉残澄と混合し，加水して均質化してから造粒機(不

二パウダル閥， F(PV)岨 5S/11イ75D)に投入し，ベレット

化した。ベレットは以下に示す構成の 3種類を作製した。

ベレット①...アンズ種殻粉末みポテトスグ 4 チ

ベレット②…アンズ穏殻粉末十サツマイモ鞍粉残澄

ベレット③…そば殻粉末十サツマイモ澱粉残液
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なお，いずれも混合都合は 1対 1で，加水後の水分率は

約50%，造粒機のダイス径は3mmとした。

成形したベレットは80"Cで一晩乾操し，射出成形に供

した。

2. 3 射出成形

2. 2で作製した各ベレットと，市販の生分解性プラ

スチック(ボリブチレン・サクシネート・アジベート，

PBSA)であるビオノーレ(#3001)(昭和高分子(械)をと混合

し，射出成形機に投入して育苗ポットに成形した。どオ

ノーレは石油由来の生分解性プラスチックであるが，ボ

リ乳酸等よりも生分解性に鐙れているため，生分解性の

農業資材の材料として多く用いられている。

成形条件は，射出温度 140~170"C，射出庄カ 100~

I30MPa，射出速度30mmlsとした。各育苗ポットの，ベ

レットの穏類およびベレットとビオノーレの混合割合は

以下に示すとおりである。

ポット 0...ビオノーレ100%

ポット①…ベレット①:ビオノーレ=1: 2 

ポット②…ベレット②:ビオノーレ=1:1 

ポット③…ベレット③:ピオノーレ=1: 2 

2. 4 生分解性誌験(土壌埋没試験)

作製した育苗ポットを，当部門の敷地内の庭より接取

した土の中に 2個ずつ埋没した。なお，鉢の土中の湿度

環境は均一ではないと考えられることから 4種類のポ

ット 2儲ずつが，それぞれ鉢の土中で上下に設ぶように

配議した。ポットを埋没した鉢は，当部門の敷地内の地

面の上に 8月 6Sから 9月10日までの35日開放置した。

放置している聞は人為的に水を与えることをせず，降雨

によって水が供給されるような状態で撞いた。埋没した

ポットは 7日畏， 21日目， 35日目に取り出し，その形状

を観察することで，分解の度合いを判断した。なお，ポ

ットを取り出すときは破損しないよう細心の注意を払っ
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50∞ 関2 作製した生分解性育苗ポット

(右からポット 0，①，②，③)

て行い，写真撮影後，再び鉢に戻して土に埋めた。

2. 5 生分解性試験(引張試験)

土中での分解の度合いを数値的に評価するために，ポ

ットから切り出した試験片について引張試験を行った。

ポットは側面を高さ方向に切り 4枚に分け，約3kgの重し

を乗せたまま90"C， 24時間のアニーノレ処理を持い，王手坦

5制 化した。平坂化されたポット側街から，長さ51mm，編

9mm，くびれ幅4mmの引張試験片を切り出した。

試験片は水分塁手23%の土中に埋没し， 25
0

Cに保ったま

ま放置した。土は，水分が一定に保たれるようビニール

で覆った。試験片は3司自， 7日eI， 14 S闘に取り出し，

少量の水で表面に付いた土を溶としてから室内に罷いて

数臼乾操させ，号i張試験に供した。

引張試験は，ポット Oの試験片については引張速度

50mm!minで、行い，それ以外のポットの試験片はいずれも

引張速度lmm!minで行った。また，引張応力が最大の時

点で破;析するとは限らないため，破断時ではなく引張応

力が最大となった時の値を試験品の強度の指標とした。

3 実験結果

3. 1 射出成形

実際に作製したポットの写真を図 2に示した。ポット

は厚さがおよそ2mm弱 1個あたりの重さが約40gで、あ

った。またポットのサイズは，底面の外援が約60mm，

上面のタト佳が約75mm，高さが約70mmであった。

ピオノーレの割合が増えると成形しやすくなり，逆に

ベレットの割合が増えると成形性が不安定になり，不良

品の発生割合が多くなった。今回，ベレットとピオノー

レの割合を 1 2，もしくは 1 1に設定したが 1

1でも成形することができたため，残波由来原料の割合

を増やすためにも 1 1の割合での製造が望ましいと思

われる。

3. 2 生分解性器験(土壌壊没試験)

土壌埋没試験の写真を，鴎 31乙示した。ピオノーレ

100%のポット Oは35日間埋没しでも見た目にはほとん

ど変化はなかったが，ベレットを混合したそれ以外のポ

ットは，いずれも35S関で各所に崩壊や破損が見られ，

ビオノーレ100%のものよりも分解が阜いことが示唆さ

れた。

3. 3 生分解性誤験(引張試験)

引張試験の結果を国4に示した。横軸は樫没した日数，

-F 13 -
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日正己 口正己 I 21 13 elコ ~日
国 3 土壌埋没後のポットの概観(左上がポット 0，右上がポット①，左下がポット②，右下がポット③)
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(問中のパーは標準偏差を表す(n=3))

※ポット②の 7日目のデータが無いのは，号!張試験機に

セットする際に試験片がすべて破損したため。

縦軸は最大引張応力を表している。この結果から，ポッ

トOは14日間埋没しでも強度の低下は全く見られなかっ

たが，残澄を混合したポットの強度はいずれも埋没時点

(0 13)に比べて， 3日間で半分以下まで低下し，それ以

降は譲やかに低下していくか，もしくはほとんど開程度

であった。なおポット①~③の強度は，いずれも壊没す

る前の時点でポット Oの3分の l程度であった。

4 考 察

4. 1 宵苗ポットの生分解性について

3. 2，および3. 3から，作製したアンズ穏殻もし

くはそば殻を混合した育苗ポットは，ピオノーレのみか

ら作ったものよりも土壌中での分解性に優れていること

が明らかになった。ピオノーレ(#3001)は，コンポスト

中では 1ヶ月で完全に分解するとされているが，育苗ポ

ットが実際に使われるのは一般的な土壌中であるため，

土壌での生分解性が重要になる。今回作製したアンズ種

殻およびそば殻育苗ポットは，気象条件にもよるが 1~

2ヶ月程度でほとんど分解されるものと予想されるため，

ポットに種を植え，苗がある程度大きくなった後ポット

-F 14 -

ごと土に埋め，植物が成長する頃にはポットは分解され

て土壌の一部になっている，という使い方ができると

えられる。

アンズ種殻やそば殻を混合したポットが生分解を受け

やすい理由として，次の 2点が考えられる。一つは，つ

なぎとして混合したポテトスターチやサツマイモ澱粉残

漆の澱粉が吸水しやすいため，強度的に脆くなり，土中

で崩壊しやすくなる。もう一つは，澱粉が微生物的に分

解されやすいため，澱粉の部分が速やかに分解され，崩

壊が進む。あるいは，その両過程が問特に進行している

と考えられる。崩壊が進むと，分解を受けにくいピオノ

ーレの部分も表面穣が大きくなり，結果ビオノーレのみ

のポットよりも分解が早く進むことが推察される。

アンズの種の殻やそば殻は木質系物震であるため土壌

での分解は遅いが，微粉末になっており，さらにポット

の分解とともに土壌中に拡散するため，まるごと埋め立

てられるよりもはるかに阜く分解されることが予想され

る。

4. 2 脊苗ポットのコストの比較

廃棄物の有効利用を目的とした製品を作る場合，問題

になるのはそのコストである。よって，最も残溢出来物

質が多いポット②について， 1個あたりの製造コストをど

試算し，従来品であるポリエチレン製の育苗ポット(口径

90mm)(以下PEポットとする)の 1個あたりの価格と比較

した。

計算は，アンズの穫の殻を-32丹/kg(廃棄コスト32

円/kg削減されるため)とし，ビオノーレを600丹/kg，

サツマイモ澱粉残溢は一般的に販売されていないため，

コーンスターチとして30円/kg，また人件費を1，000円 /

人・時として二人分で2，000円/時として行った。射出成

形で 1儒のポット(40g)を製造するのに l分掛かる(射出

30秒十冷却30秒)ため， 1時間当たりに作れるポットの最

は2.4kg/時であるから， 1時間当たりに製造できるポッ

トの盤よりポット 1個当たりにかかるコストを計算する

と，万円程度となる。表 1に計算の内訳を示す。なお，

粉砕機や成形機の電気代および原料の輸送費はここには

含まれていない。



表 1 ポット②の製造コスト計算の内訳

単価 ポット中の 単価 (40g)

(丹/kg) 使用割合

原料(アン -32 1/4 -0.3 円

ズ穏)

ピオノーレ 600 1/2 12 円/倍

コーンスタ 30 1/4 0.3 円/個

ーチ

人件費(2 2，000 33.3 円/倒

人) (円/時)

合計 35.3 円/個

PEポットの価格(販売価格を 1 担当たりに換算)は2~3

円/髄であるから，ポット②は従来品より 10数倍高いこ

とになる。しかも計算したのは原価であるから，販売価

格はさらに高くなる。

ポット②のコストが高い理由は，原料であるビオノー‘

レの価格が高いこともあるが，なにより 1個製造するの

にかかる射出成形の時間の長さの影響が大きい。残涜を

混合した生分解性脊菖ポットはPEのものよりも成形性

が不安定であるから，ゆっくりと射出し，ゆっくりと冷

やさなくてはならない。また十分な強度を確保するため

に， H悶さきたりの重量も大きくなってしまう。

ただし，グラム当たりのコストにすると，ポット②は

0.9円/gで、あるのに対し， PEポットは 1個4gなので0.5

~0.8円/gと，それほど大きく変わらない。そのため生

分解性ポットを薄くし 1個当たりの重量を減らせばよ

いかと考えられるが， しかし生分解性ポットは強度的に

P忍のものより劣るため，これ以上軽量化すると成形自体

が臨難になると予想、される。

このような生分解性育苗ポットは，植え替えの際にポ

ットごと植えられるため，作業時開の短縮やゴミの削減

といった効果が期待できる。しかしコストの函から考え

ると，そのような使い方は現実的でlまない。よって単価

を下げられない以上，例えば作物の成長に寄与する成分

をもっ生分解性ポット，というような，高付加価値の製

w
b
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品にすることが求められる。例えば，そば殻は根こぶ病

を抑制する効果を持つことが知られているため，そば殻

育苗ポットには作物を病害から保護する効果が期待でき

る。

5 結論

(1)アンズの種の殻，およびそば殻から作ったベレット

とピオノーレを混合し，射出成形することで，県内特E芸

品の加工残澄を用いた生分解性育苗ポットを作製するこ

とができた。作製したポットについて生分解性試験とし

て土壌埋没試験，号|張試験を行った結果，いずれの結果

からも，加工残澄を混合したポットはビオノーレのみの

ものよりはるかに生分解性に優れたものであった。

(2)今回作製した生分解性青苗ポット(ポット②)の 1偲

当たりの製造コストを計算した結果， 35円/偲となった。

なお従来品のPEポットは，約3円/倒である。このこと

から，加工残澄を混合した育苗ポットは，例えば作物の

病筈を予防する効果などを付与した，機能性育苗ポット

として高付加価値化を図ることが必要であると考えられ

る。
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