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ノート

東京都ごみコシポストの水中物理分画による

熟度指標画分の土壌中での分解特性*

浅海哲夫 1.伊達昇 1.竹迫紘 1.2

キーワード 都市ごみコンポスト，窒素無機化率，積算

炭素分解率，炭素分解率パターン，還元糖

割合

1 .はじめに

1970年代の後半から，都市への人口集中等により都市

廃棄物(厨芥，下水汚泥など)が増加し，大きな環境問題

となっていた.国や各自治体ではこれらの減量化の対策と

して，農業サイドの堆肥不足を背景に，都市ごみのコンポ

スト化の試験研究が行われるようになり，コンポストの熟

度判定方法についていくつかの重要な成果が報告されてい

る(井ノ子， 1979a， 1979b;伊達ら， 1984a， 1984b;原田ら，

1982) .これらの中で，井ノ子 (1979a)はワックスマン

法等を改良し，へミセルロースおよびセルロース態の炭素

が全炭素に占める割合を還元糖割合とする熟度指標を提起

した.原田ら (1982)は全国から収集したごみコンポス

ト12試料の分析結果から C/N比:20以下，全窒素含量:

乾物あたり 2%以上，還元糖割合:35%以下などの熟度

指標を設定した.この還元糖割合は，現在においても多く

の堆肥の熟度指標設定の基準となっている.

筆者を含む東京都の関係研究者は 1977年から実験プラ

ントで試作したコンポスト(原料構成:厨芥と紙質)につ

いて，品質および土壌中での分解特性調査などを室内実験，

ポットおよび圃場試験で開始した.その結果，畑圃場やポッ

ト試験において施用するコンポストの C/N比が作物収量

に強く影響し窒素の有機化と無機化の分岐点の C/N比

(以下，境界C/N比とする)は約 12であるという知見を
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得た(伊達ら， 1984a). また，実験プラントコンポストの

再堆積発酵(以下，後熟とする)試験では，後熟過程試料

の窒素無機化試験の結果からも境界C/N比が 12.5となる

ことが明らかとなった(伊達ら， 1984b). 

さらに，新たな熟度判定法としてコンポストの粒径組成

に着目し，水中物理分画(以下，水中分画とする)を試

みた.その結果，各画分の構成比と熟度との関連性から

iO.1 "-' 1 mm画分Jが熟度指標画分と認められ，同構成比

50%以上が熟度指標値になり得ることを報告した(伊達

ら， 1984b). また，同様な方法で， この画分の後熟過程

の窒素無機化試験を行った結果， 10日間の窒素無機化率

とC/N比の聞に高い相闘が見られ，境界 C/N比がほぼ

12.5となることを確認した(東京都労働経済局農林水産

部， 1983). これらの結果から， iO.1"-' 1 mm画分」の構成

比 50%を熟度の指標とした妥当性が裏付けられた.

しかし iO.1"-'1 mm画分jの分解特性および窒素有機

化・無機化に係る有機物成分組成についての知見は得られ

ていない.そこで，これらを明らかにするために，窒素無

機化試験と炭酸ガス発生量試験を並行して行うとともに，

有機成分分析を合わせて行った.その結果，厨芥と紙質を

原料としたコンポストの iO.1"-'1 mm画分」の土壌中で

の分解特性とそれに係る有機成分の影響が明らかになった

ととともに，新たな熟度判定法の可能'性を示す知見の一端

が得られたので報告する.

2.材料および方法

1)供試コンポスト

供試材料は前報 (1984b)の試験と同ーの試料を用いた.

試料の採取方法は以下のとおりである.東京都のテスト

プラント内で一次発酵9日間，二次発酵 18日聞を経たコ

ンポストを， ビニールハウス内に設置した縦 140cmx横

140cm x高さ1l0cmの木枠(すのこにより 10cm底上

げ、した)内で再度堆積することで後熟させた.温度の下降

時に堆積高を三等分し，各層の四角面の対角線の交点で1

点，交点から木枠の四隅までの中間点から 4点，計5点の

試料を採取し，混和した.その後，切り返しかん水を行

い，再び温度の下降時に同様に試料採取と，切り返しを2

回行い，切り返しに伴う昇温が消失した時点を最終試料と

した.その結果，後熟前(後熟O日)，後熟21日， 47日，

70日および91日の合計5つの後熟過程の異なるコンポ

ストを得た.

2) iO.1 "-'1mm画分jの分別法

後熟過程で採取したコンポストは，直ちに水中分画に供

試した.水中(沈降)分画法は既報(伊達ら， 1984b)の

とおり，和田ら (1970a，1970b)，広瀬ら (1973)，青山

ら (1982)の物理分画方法に準じて， i>1mm画分J，iO.1 
"-'1mm画分J，i<0.1mm画分Jに三分画した.分画試料

は500Cで乾燥後， 4Tで、冷蔵保存した.

3) iO.1 "-' 1 mm画分J分解特性試験

(1)炭酸ガス発生量試験

土壌とコンポストの混合試料充填用の通気孔を空けた
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70mLスチロール棒瓶とアルカリ液収納用の 300mLス

チロール棒瓶を組み合わせた装置を作製した.乾土当たり

25g相当量の風乾土壌(東京都八王子市採取の多腐植質

黒ボク士)，全炭素 200mg相当量の r0.1"-'1mm画分」

の試料および窒素 5mg相当量の硫酸アンモニウム(以下，

硫安とする)を 70mLスチロール棒瓶に混合充填し(以下，

コンポスト区)，最大容水量の 60%水分， 300Cで10日

間培養した.発生炭酸ガスを捕集するアルカリ液には0.2
molL-1水酸化ナトリウム液，滴定液には0.1molL-1硫酸

液を用いた.また，土壌に硫安だけを混合した区(以下，

硫安添加区)を設定した.棒瓶は毎日，同時刻に迅速にア

ルカリ液を取り換え，土壌養分分析法 (1978)に基づき

炭酸ガス発生量を分析した.炭素分解率はコンポスト区の

炭酸ガス発生量/日から硫安添加区の発生量/日を差し引

き，これを炭素に換算し rO.1"-'1 mm画分Jの全炭素中

の割合(%)で、表した.また，一定期間に発生した炭酸ガ

スの炭素量の ro.1"-' 1 mm画分j全炭素中の割合を積算

炭素分解率(%)とした.全炭素は， CNコーダー(柳本

MT500型)で定量した.

(2)窒素無機化試験

土壌， r0.1"-'1mm画分」試料および硫安を上記同様70
mLスチロール棒瓶に充填し， 10日間培養した.培養2

日および10日目の無機態窒素量をプレムナ一法(土壌養

分分析法， 1978)で定量した.積算窒素無機化率は，土

壌および rO.1"-'1 mm画分Jの培養前無機態窒素も含め

た培養2日あるいは 10日目のコンポスト区無機態窒素量

から，硫安添加区の無機態窒素量を差し引き， rO.1 "-'1 mm 
画分Jの全窒素の割合(%)で表した.全窒素は，CNコー

ダー(向上)で定量した.
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4)有機成分組成分析

原田ら (1982)の方法に従い エタノール・ベンゼン

抽出物を除き，熱水可溶4性有機物，ヘミセルロース，セル

ロースおよびリグニンを分析しへミセルロース，セルロー

スの炭素量から還元糟割合を算出した.なお，熱水可溶性

有機物の分析は井ノ子ら (1979a)の方法で行った.

3.結果

1) rO.1 "-' 1 mm画分jの分解特性

後熟に伴う炭素分解率パターンの推移を，図 1に表した.

後熟過程で採取した総ての試料において，炭素分解率は 1

日目に大きなピークを示した後に下降した.その後再度上

昇し， 6"-'9日目に第二のピークを示した.この第二のピー

クは後熟日数の経過とともに縮小し，後熟91日目ではほ

ぼ消失した.後熟前17.0で、あったC/N比は，上，中およ

び下層の 3層の平均値で後熟70日目では 12.2に低下し，

最終時では 11.3となった.

2)後熟日数の経過に伴う有機成分の推移

後熟過程に伴う有機成分割合の推移を 3層の平均値で図

2に示した.後熟日数の経過とともにセルロース割合が大

きく減少しへミセルロースは徐々に少なくなった.いず

れの時点でも，ヘミセルロースはセルロースの 2割前後の

割合で、あった.この結果，還元糖割合もセルロース同様に

減少し最終時では後熟前の約4割となった.熱水可溶性

有機物の割合はほぼ一定で，約 3"-'4%で推移した.

3)積算窒素無機化率，積算炭素分解率および還元糖割

合の相互関係

培養10日目の積算窒素無機化率は後熟日数の経過とと

もに負の値が小さくなり，有機化の程度が縮小した.さら

に，後熟70日目では3層の平均値が0.3%，後熟最終日
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図1 ごみコンポスト IO.1 ~lmm 画分J の炭素分解率パターンの後熟に伴う推移

炭素分解率は3反復の平均値
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図2 ごみコンポスト 10.1~lmm 画分j の後熟に伴う有機

成分組成の推移

有機成分組成は上，中，下層の各層 3反復の平均値 (n=9).

エラーパー(還元糖割合除く)は標準誤差の 2倍.
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図3 ごみコンポスト 10.1~lmm 画分j の培養 10 日目積

算窒素無機化率の後熟に伴う推移

窒素無機化率は上，中，下層の各層3反復の平均値 (nニ 9).
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図4 ご、みコンポスト 10.1~lmm 画分J の培養 10 日目の積算窒素無機化率，培養 3~10 日目の積算炭素分解率および還

元糖割合の相互関係

*** : 0.1 %水準で有意であることを示す.

の 91日目では 2.6%と無機化に転じた(図 3). そこで，

この積算窒素無機化率の変化と炭素分解率の第二ピークの

縮小との関係を明らかにするために，培養 10日目の積算

窒素無機化率，炭素分解率の第二ピークの大きさを表す培

養 3~10 日目の積算炭素分解率およびセルロースを主体

とする還元糖割合の 3者相互の関係を図 4に表した.その

結果，積算窒素無機化率が大きいほど培養 3~10 日の積

算炭素分解率は小さく，第二ピークが小さかった.また，

積算窒素無機化率が大きいほど，セルロースが主体である

還元糟割合は小さく，培養 3~10 日の積算炭素分解率が

高いほど還元糖割合は大きかった.そして， これらの相互

の聞に極めて高い相関関係 (r=0.988以上， P<0.001) 

が認められた.

4)炭素分解率の第一ピークの分解特性

炭素分解率パターンにおける第一ピークの有機物特性を

把握するために，培養 1~2 日目の積算窒素無機化率と同

積算炭素分解率の後熟過程における推移を， 3層を平均値

して図 5に表した.積算窒素無機化率は後熟に伴い 70日

目まで直線的に増大し最終時で漸増した.それに比して，

積算炭素分解率はほぼ一定の値で推移した.

4.考察

一般的に，堆肥の土壌中での分解では，様々な易分解性
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図5 ごみコンポスト 10.1~lmm 画分j の培養 2 日目積算

窒素無機化率および培養 1~2 日目積算炭素分解率の

後熟に伴う推移

窒素無機化率および炭素分解率は，上，中，下層の各層 3反
復の平均値 (n=9).

有機物の分解が時期を異にして進行するため，未熟な堆

肥ほど炭酸ガス発生量言む験において，炭素分解率パターン

の二つに分離した炭素分解のピークをみることは困難であ

る.一方，本試験で得られた 10.1~1mm 画分j では，水

溶性糖類が除去され，タンパク質などの易分解性有機物が

含まれないために，土壌中での基本的分解特性を容易に判

断できる試料であった.
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10.1~lmm 画分J の土壌中での炭素分解率の推移をみ

ると 1 日目の第一ピークとその後の 6~9 日頃の第二ピー

グが発現するパターンを示した. これは土壌条件が違う広

瀬ら (1970) の報告と極めて良く一致した.広瀬らは土

壌にグルコースとセルロースを添加し，第一ピークがグル

コースの分解に由来し，第二ピークが主としてセルロース

の分解によると報告している.本試験では第二のピーク発

生に数日のずれが生じている.これは，後熟過程において

10.1~lmm画分」を構成する有機成分組成が変化してい

るためと推察される.次に，炭素分解パターンの第二ピー

クの有機成分の特定を検討した結果， ピークの大きさは培

養 3~10 日の積算炭素分解率と還元糖割合と極めて高い

相関関係があった(図 4). これらのことから，第二ピー

クは，セルロース等の繊維質主体の分解を示していること

が明らかになった.

前報 (1984b) において，後熟 70~90 日に 10.1~1

mm 画分」の構成比が 46~51 %であった結果をうけて，

この画分の構成比 50%を熟度指標値とした.本試験にお

いても，後熟 70白から繊維質主体の第二ピークが縮小，

消滅するとともに土壌中における窒素の有機化が，無機化

に転じることから，この妥当性が実証された.この結果か

ら， 10.1~lmm 画分J が熟度指標画分として適切である

ことが追認された.

10.1~lmm 画分j の 1~2 日の積算炭素分解率は，後

熟の経過とともにほぼ一定の値で推移した. しかし 1~ 

2日の積算窒素無機化率は， 70日以降に漸増となったも

のの後熟に伴い終始増大傾向にあった. これは，後熟の経

過によって，第一ピークを構成する有機物中の窒素を含む

成分の割合，あるいは窒素含有率の高い成分の割合が高く

なったことによると推定される.

広瀬ら (1970)の試験における第一ピークは，グルコー

ス分解に起因する. しかし 10.1~1 mm画分jには水溶

性の易分解物質は含まれない.後熟の経過に伴い，本試験

の炭素分解の第一ピークの大きさに大きな変化がなく，熱

水可溶4性有機物の割合はほぼ一定であった.このことから，

第一ピークは糖類とタンパク様物質の熱水可溶'性有機物か

ら構成されると推定される.この有機成分の具体的な解明

は，今後の検討課題である.

本試験の結果，都市ごみコンポストなどの繊維質系堆肥

では，堆肥化過程における繊維質分解を炭素分解率ノfター

ンの消長から把握することによって， より的確な熟度評価

ができると考える.
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