
風乾物堆肥のECから現物ECを推測する換算式の検討
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摘要：風乾物1：水10条件で測定されたEC（風乾物EC）から、現地において家畜ふん堆肥

の評価・施用の目安として用いられている現物1：水10条件でのEC（現物EC）を換算する

方法について堆肥試料21点を用いて検討した。

１．風乾物堆肥に加える蒸留水量の対数値と得られたECの対数値は、どの堆肥でも直線的

に変化した。この結果に基づき、以下の風乾物ECから現物ECへの変換式を作成した。

現物EC(dS/m)=10^(-0.8358*log(100*風乾物乾物率/現物乾物率)+1.6642+log(風乾物EC(dS/m)))

２．換算式による換算値と実測値の差は平均0.26dS/mであった。

３．風乾物水分を推測値を用いて換算した場合、推測値5%での誤差は平均0.29dS/m、10%

では平均0.40dS/mで、誤差が多少大きくなったが、その差はわずかであった。

これらの結果から、上述した変換式は実測値との誤差はあるものの、現地での目安とし

て用いるのであれば、利用可能であるものと思われる。
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Developing the Method Estimating the Electric Conductivity Value at Fresh Condition
from the Value at Air-dry Basis in Livestock Waste Compost

MASUDA Tatsuaki, SUZUKI Ryoji, NAKATANI Hiroshi and HARADA Hideo

Abstract: To develope the method converting the EC value at air-dry matter basis
(air-dried sample:distilled water = 1:10 wt/vol) to the value at fresh condition (fresh
sample: distilled water = 1:10 wt/vol), EC in livestock waste compost from 21 composting
plant were measured at seven different dilution levels(100,120,150,200,300,400 or 500ml
of disttiled water were added to 10g of air-dried compost).
1. Logarithm of EC value and the volume of dilution water were correlated linearly.
The equation obtained was follows

Fresh matter EC(dS/m)=10^(-0.8358*log(100*dry matter ratio of air-dry matter/dry
matter ratio of fresh matter)+1.6642+log(air-dry matter EC(dS/m))

2. The error from this equation was 0.30dS/m.
3. When the moisture content of air-dried sample were 5 or 10%, the error were 0.29 or
0.40 dS/m, respectively.
These results suggested that this convert method is useful to rough evaluation on

livestock waste compost in field.
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緒 言

家畜ふん堆肥は、製造条件によって大きく水分が異

なる。このため、評価をする際には一旦乾燥して平準

化する方法がよく用いられる。堆肥に関する標準的分

析法ともいえる「堆肥等有機物分析法」1)において、EC

は風乾物10gに水100mlを加えて測定（以下、風乾物EC）

されており、分析機関でもこれを踏襲した手法が用い

られていることが多い。近年、堆肥生産技術向上のた

めに生産された堆肥を分析機関で成分分析する事例が

見受けられるようになったが、この際にも風乾物ECで

報告されることが多い。しかし、現場においては堆肥

の大まかな性状把握に現物堆肥10gに水100mlを加えて

測定したEC（以下、現物EC）が指標として用いられる

ことが多く、愛知県が平成15年に発行した「有機物資

材利用ハンドブック」2)でも現物ECの値が用いられてい

る。

このため、分析機関からの報告が風乾物ECであった

場合には、慣行的指標数値である現物ECに換算して判

断する必要があるが、これについて検討された報告は

無い。換算が可能になれば、前述したように施肥段階

において有用である。さらに、逆方向すなわち現物EC

から風乾物ECへの換算が可能になれば、堆肥の生産管

理に役立つことも期待できる。堆肥のECは堆肥化の進

行に伴い変化していくため、腐熟度の指標となりうる

ものであるが、簡易に測定できる現物ECの場合、気候

により大きく変動する水分含量に影響されるため、恒

常的な指標としては利用できない。しかし、平準化さ

れた数値（風乾物EC）に変換できれば水分の影響が取

り除かれるため、恒常的な指標としての利用が見込め

る。このため、現物ECと風乾物ECの双方向で換算する

方法について検討し、一定の知見を得たので報告する。

材料及び方法

１ 調査対象堆肥

換算式作成用データには平成20年度に県下において

生産された家畜ふん堆肥21点（牛12、豚3、家きん5、

混合1）を用いた。換算式の妥当性評価のためには、平

成19年度に分析を行った堆肥32点（牛20、豚9、家きん

3）のデータも用いた。

２ 現物EC測定方法及び堆肥風乾物調整方法

各堆肥について現物10gに蒸留水100mlを加えてpH及

びECを測定（以下、これを現物pH及び現物ECと称する。）

した。また、堆肥の一部を60℃の通風乾燥機で2日間乾

燥させた後室内に1日放置し、粉砕器で粉砕したものを

風乾物試料として用いた。堆肥の現物及び風乾物は105

℃の通風乾燥機で24時間乾燥させて、各々水分含量を

測定した。

３ 風乾物EC及び換算式検討用段階希釈時ECの測定

500ml容のポリ容器に堆肥風乾物10gに蒸留水100mlを

加えて30分振とう後ECを測定し、風乾物ECを得た。こ

れをマグネティックスターラーで攪拌しながら蒸留水

20、30、50、100、100、100mlを順次加え、各々の希釈

条件におけるEC値を測定した。また、堆肥現物及び風

乾物の水分含量から現物ECに相当する希釈条件を算出

し、この希釈条件におけるECについても測定を行った。

結果及び考察

１ 加水に伴うEC変化

各堆肥について得られたデータを図１に示した。各

試料のEC値は概ね対数曲線様のカーブを描いた。この

ため縦軸のEC値（ds/m）及び横軸の蒸留水加水量(ml)

の双方を、常用対数で変換しプロットして図２を得た。

この操作により各試料の加水に伴うECの変化は、ほぼ

直線を呈した。また、傾きについてもほぼ同様であり、

どのような試料であっても共通する法則性を持つもの
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図１　風乾物１０ｇへの加水量によるＥＣの変化
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図２　X・Y軸対数変換後
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と思われた。

２ 換算式の作成

各試料のデータが、切片は異なるが傾きは概ね同様

の直線であるため、普遍化するために風乾物ECすなわ

ち蒸留水100ml加水条件におけるECの対数値を各データ

から減じ、影響を排除してみた。その結果、概ね1本の

直線に収束（図３）し、共通した式を得られるものと

確認された。そこで、各試料のデータについて直線回

帰分析を行い、合計21個の回帰式を得た。得られた回

帰式各々の切片及び傾きの数値を平均すると、切片は

図３　log（加水量100ml)時のlog(EC)を減算後
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図４　EC換算値と実測値の相関
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1.6642、傾きは-0.8358であった。これらの数値を用い

て、全体の平均的な関係を表す一次式としてy=-0.8358x

+1.6642(x:EC測定時における加水量(ml)の対数値。y：

EC測定値(dS/m)の対数値から100ml加水時のEC測定値の

対数を減算したものであり、加水量100ml時のEC(風乾

物EC)の対数値からの加水量増加に伴う減少量を示す。）

この式をECの測定値や水分の数値をそのまま代入でき

るようにするため、加えた操作の復元すなわち、風乾

物ECの対数値の加算、EC測定値及び加水量を対数から

実数に戻す操作を行い、風乾物ECから現物ECに換算を

行う式１を、これを変形して現物ECから風乾物ECへの

換算を行う式２を得た。

現物EC(dS/m)=10^(-0.8358*log(100*風乾物乾物率

/現物乾物率)+1.6642+log(風乾物EC(dS/m)) （式1）

風乾物EC(dS/m)=10^(0.8358*log(100*風乾物乾物率

/現物乾物率)-1.6642+log(現物EC(dS/m)) （式2）

３ 換算式の評価

換算式による換算精度を確認するために、換算式作

成に用いた試料及び過去に分析を行った堆肥計53点に

ついて、現物水分、風乾物水分及び風乾物ECを変換式

（式1）に代入して現物EC換算値を算出した。その結果

を表１に、換算値と実測値の相関図を図４に示した。

算出値と実測値の誤差は試料により差が認められるが、

平均は0.30dS/mで誤差割合としては6.9%であった。高

い相関が得られており、現地における施用の目安とし

て用いるのであればこの程度の誤差ならば十分利用可

能であると思われた。

４ 換算誤差が大きくなる試料

前述の換算において誤差の大きかった試料について、

その性状を確認したところ、食品残渣の混合、未熟、

過乾燥による発酵停止等により悪臭を放つものが多く

見受けられた。このため、このような特徴を持つ堆肥

12点（牛2、豚6、鶏4）と他の41点を分けてデータを集

計し、表２に示した。未熟なものや悪臭を放つもので

は、誤差が平均0.71dS/mで誤差割合として13.2%と大き

くなる傾向にあった。逆にそのような特徴を示さない

堆肥では、誤差は平均0.18dS/mで誤差の割合が5.1%と

小さくなっていた。換算式作成に用いた試料について

は、風乾堆肥に蒸留水を現物ECと同条件になるように

加水した際のEC値を測定しているが、誤差の大きかっ

た試料ではこの数値と現物ECとの差が大きくなる傾向

にあった（表３）。このことから、風乾処理において臭

気成分の揮散等による変化が生じたたものと考えられ

るが、詳細については今後検討する必要がある。いず

れにせよ、これらの特徴を持つ堆肥については換算精

度が劣るため、適用については注意が必要であること

が明らかとなった。
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表１ 換算式を用いた換算値と実測値の比較(風乾物EC→現物ECの場合)

水分(%) 風乾物 現物EC(dS/m) 誤差 誤差割合(%)

現 物 風乾物 E C 推測値 実測値 B-A lB-Al1） (1-B/A)2）

(dS/m) (A) (B) (dS/m) *100

全体（n＝53）

平 均 39.5 5.6 6.89 4.87 4.71 -0.16 0.30 6.9

S D 19.0 2.9 2.70 2.49 2.40 0.38 0.28 5.8

最大値 69.8 12.3 13.16 8.75 8.40 0.56 1.12 25.4

最小値 9.9 2.4 2.55 1.08 1.20 -1.12 0.00 0.2
１）実測値(B)－推測値(A)の絶対値。平均値をはじめとする各数値は、各試料について

得られたB－Aの絶対値をデータとして算出した
２）誤差を%表記したもの。各数値の算出は1)と同様

表２ 堆肥の状態により分類した場合の換算値

水分(%) 風乾物 現物EC(dS/m) 誤差 誤差割合(%)

現 物 風乾物 E C 推測値 実測値 B-A lB-Al1） (1-B/A)2）

(dS/m) (A) (B) (dS/m) *100

乾燥・未熟等により悪臭を発するもの（n＝12）

平 均 26.8 6.1 7.47 6.03 5.55 -0.48 0.71 13.2

S D 14.9 3.0 2.09 2.10 1.93 0.62 0.30 6.7

最大値 58.6 11.0 10.02 8.75 7.93 0.56 1.12 25.4

最小値 12.9 2.7 3.98 1.99 2.33 -1.12 0.34 5.0

上記以外（n＝41）

平 均 43.2 5.4 6.72 4.53 4.46 -0.07 0.18 5.1

S D 18.7 2.9 2.85 2.52 2.49 0.20 0.11 4.0

最大値 69.8 12.3 13.16 8.52 8.40 0.32 0.43 15.7

最小値 9.9 2.4 2.55 1.08 1.20 -0.43 0.00 0.2
１）実測値(B)－推測値(A)の絶対値。平均値をはじめとする各数値は、各試料について得られ

たB－Aの絶対値をデータとして算出した
２）誤差を%表記したもの。各数値の算出は1)と同様

表３ 現物EC測定時と同様の希釈条件により風乾物を測定した値の比較

現 物 風乾物 誤差 誤差割合(%)

試料数 使用時 使用時 B-A lB-Al1） (1-B/A)2）

(A) (B) *100

全 体 平均 21 5.53 5.57 0.04 0.35 6.8

S D 2.17 2.31 0.46 0.30 5.6

換算誤差大 平均 4 5.64 5.68 0.04 0.64 12.9

試料 S D 2.74 3.41 0.78 0.25 5.6

換算誤差小 平均 17 5.50 5.55 0.04 0.28 5.4

試料 S D 2.11 2.11 0.39 0.27 4.7
１）風乾物使用測定値(B)－現物使用測定値(A)の絶対値。
２）誤差を%表記したもの。
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表４ 風乾水分に推測値(5%及び10%)を代入した際の換算値

水分(%) 風乾物 現物EC(dS/m) 誤差 誤差割合(%)

現 物 風乾物 E C 推測値 実測値 B-A lB-Al1） (1-B/A)2）

(dS/m) (A) (B) (dS/m) *100

（n＝52）

風乾水分5%代入時

平 均 39.5 (5.0) 6.89 4.83 4.71 -0.12 0.29 2.4

S D 19.0 ---- 2.70 2.44 2.40 0.40 0.30 9.2

風乾水分10%代入時

平 均 39.5 (10.0) 6.89 5.05 4.71 -0.34 0.40 6.8

S D 19.0 ---- 2.70 2.56 2.40 0.44 0.38 8.8
１）実測値(B)－推測値(A)の絶対値。平均値をはじめとする各数値は、各試料につい

て得られたB－Aの絶対値をデータとして算出した
２）誤差を%表記したもの。各数値の算出は1)と同様

５ 風乾物水分欠測時の換算方法についての検討

分析機関等からの報告においては風乾物水分が記載

されていない場合が多い。このため、換算式に代入す

る数値が無いことになる。風乾物水分は風乾の処理（乾

燥機、室温放置等）によって異なり、高いものでは10

数%、低ければ2～3%程度であるが、概ね5～10％の範囲

に収まる。このため、精度確認に用いた堆肥データの

風乾物水分を一般的な値として5及び10%を代入して、

換算値への影響を検討した。表３にその結果を記載し

たが、5%代入ではほぼ同様の換算値が、10%代入では誤

差がやや大きく平均約0.4dS/mになっているが、概ね近

似した値が得られている。試料の風乾物水分の平均が

5.6%であるため、5%代入における換算値が平均として

よく合致するのは当然であるが、10%であっても目安と

しての目的であれば利用可能であると判断された。風

乾物水分が示す堆肥中の含水量自体はEC測定における

加水量に比して0.5～1%とわずかなものであるため影響

は少ないが、乾物量は影響が大きく、水分含量を実際

より低めに設定すると換算値は低めになる。このため、

高ECによる障害に対するチェックとして利用すること

を前提とするのであれば、高めの水分含量を選択する

方が安全と考えられる。

６ まとめ

これらの結果から今回作成した変換式によるECの換

算は多少の誤差はあるものの、現地における堆肥施用

の目安としてならば利用可能であるものと判断された。

緒言で述べた堆肥化の進行把握に関しては、前述した

ように悪臭を放つものについては誤差が大きくなった。

このため、堆肥化初期等の発酵が盛んに行われている

時期や、豚ぷん堆肥等でしばしば見受けられる長期に

わたって臭気を発生する堆肥に対しての適用性が問題

となる。換算値の誤差は乾燥処理による成分の揮散等

によるものと見込まれるため、現物の測定値から換算

によって得られた値は成分が揮散等しなかった時の値

を表すものと思われる。このため、今後詳細な検証が

必要であるが、堆肥現物の状態をより忠実に表してい

る可能性が高いと考えられる。一般に堆肥化状況の把

握には、温度測定が行われている。温度は堆肥化に関

与する微生物の活動状況を反映するもので、簡易に測

定できるため優れているが、堆肥成分に関しての情報

は得られない。温度測定に加えてECを測定することで、

堆肥品質の安定性が向上するものと考えられる。しか

し、ECは原料であるふん尿や水分調整剤、生産方式に

大きく影響を受けるため、これを指標として活用する

ためには自家の生産工程における変動をあらかじめ把

握しておく必要がある。水分測定も必須であり、原料

や行程の一部変更でも再度変動を確認しなければなら

ないが、工程管理としては比較的簡易なものと考えら

れる。

今回の換算式作成に当たっては、換算において誤差

の大きかった試料のデータも含んだ状態で平均化して

いる。誤差の大きい試料についてのデータを除けば、

誤差が少なかった堆肥については、より精度の高い換

算式を作成することも可能と思われたが、誤差の大き

くなる要因についての調査が不十分な状態であるため、

精度を落としても広範な堆肥に適用させるために、あ

えてこれらを残して作成を行った。今後は誤差の要因

を明確化し、これに対応したものを作成する必要があ

る。特に豚ぷん堆肥については検討の必要性が高い。

一部の例外はあるが、豚ぷん堆肥は特有の臭気がある

ものが多い。今回の調査においても換算式評価に用い

た12点中6点が該当していた。誤差要因に対応する場合

にも、現場で簡易に把握できる項目であることが必要

である。また、21点という限られた試料で作成したも

のであり、今後もデータ集積を行い、改善しなければ

ならないものと考える。
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